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我喜欢的岛根的颜色
绝景之六道湖夕阳
大地的颜色
“里山”之绝景
六道湖的恩惠

私の好きな島根の色

宍道湖の夕日色

隠岐ジオパークのアースカラー

雲南市の田んぼの苗

私を潤わせてくれる宍道湖

絶景の
夕日スポット
「宍道湖の夕日」
绝景之六道湖夕阳
朴慧贞

听说要写“我所喜欢的岛根的颜色”这一主题的文章时，
脑海中便浮现出各种颜色，其中堪称绝佳的要数岛根人引以
为豪的六道湖的夕阳景观了。六道湖的夕阳景观颇有名气，
被选入日本夕阳百景。
初来岛根，就从新熟识的日本朋友那听说这有美丽的夕
阳景观。说到夕阳，在首尔出生长大的我每天疲于生活，并没
有欣赏这份景致的闲情逸致。在受尽大自然的恩惠的岛根有
这样美丽的夕阳景观，着实令我兴奋不已。
得知观赏夕阳的最佳地点就在离我住处不远的岛根县
立美术馆，便马上与朋友行车前往。可惜天公不作美，太阳被
阴沉的乌云藏起来，我们只好作罢回家。
观赏夕阳会受天气左右，想必6月入梅后观赏夕阳会更
加困难了吧。
周末7月21日是个晴朗的日子，琢磨着这样的天气观赏
夕阳该没有问题，果然网上显示夕阳观赏指数竟然是90％，
终于能看到六道湖美丽的夕阳了，我不禁兴奋起来。日落时
间预计为19点20分，要早去占个好位置，想到这便更加拼命
地蹬起单车，终于在18点40分左右抵达岛根县立美术馆。
不出所料，早已
不少人在岛根县立
美术馆的草坪上等
候夕阳西下多时了。
我也坐下来一边等
着日落瞬间，一边听
着湖水阵阵波浪声。
内心感到是那么平
静与满足。周围或是
恋 人 、家 人 和 朋 友 ，
想着何时也定要与
我心仪的另一半观
赏这美好的景致。
夕阳逐渐变成
橘黄色，为了在日落
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絶景の夕日スポット－「宍道湖の夕日」
私の好きな島根の色というこの情報誌の主題を聞いた時、頭の中にさまざま
な色が浮かんできたが、
その中でやはり一番だと言えるのは島根の自慢の一つ
である宍道湖の夕日だった。宍道湖の夕日は日本夕陽百選にも選定されている
ほど有名だ。
島根に来てからすぐ、親しくなった日本の友だちからここに美しい夕日スポッ
トがあるということを初めて聞いた。
夕日か…ソウルで生まれて育ってきた私は
夕日などを楽しむ余裕もなく忙しい日々を過ごしてきた。
自然に恵まれている島
根、
この島根に美しい夕日スポットがあるなんて、胸がわくわくしてきた。
しかもその夕日スポットが私の住んでいるところからあまり遠くない島根県立
美術館にあるということがわかって、すぐに友達と一緒に夕日を見に、車で走っ
て行った。
しかし、
どんよりした天気のせいか太陽は雲に隠れていて、美しい夕日を見る
のは次の機会にして、家に戻るしかなかった。
夕日が見られるのはその時の天気によって影響されるから、6月からの梅雨入
りで、
夕日が見られる機会はなかなか私に与えられなかった。
2

朴慧貞
7月21日、
とてもいい天気の週末
だった。
このような天気ならきっと
夕日が見られるだろうと思って、夕
日指数をサイトでチェックしてみた
ら、
なんと90％！！
やった！とうとう宍道湖の美しい
夕日が見られる日が…日没予想時
間は19時20分になっていたが、前
もって行って良い場所を確保しておかないと、
と思って、
自転車で一生懸命走っ
て18時40分ごろ島根県立美術館に到着！
予想通り、晴れた天気のおかげで夕日を見に来ているたくさんの人たちが島
根県立美術館の芝生に座っていた。私も夕日が沈む瞬間を見ようと芝生に座っ
て待っていたら、穏やかな宍道湖の波の音にこころが癒されるようだった。
恋人同士、家族同士、友達同士で夕日を見に来ている人たちの中で、私もい
つか好きな人ができたら、宍道湖の美しい夕日を見せてあげたいとふと思った。
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絶景の夕日スポット
「宍道湖の夕日」

一刻与相爱的人共同留下美好回 Shimane
忆，人们争相按快门，尽将其收入
眼底。夕阳徐徐在山后隐去，即便
完全落去，它的余晖也依然明亮。
Here
日落的瞬间很短暂，但那种美我却
无法用言语表达。
草坪有12只面朝六道湖成一列
的古铜兔儿，仔细观察就会发现，这些兔子只有三种形态。后
腿蹬地与前腿着地两种姿势交替展现出一只奔跑中动态的
兔子。在这些兔子中要数前方第2只最受欢迎了，抚摸它幸福
就会来敲门，据说顺着西面轻轻抚摸效果更好呢。我一边照
做一边祈祷幸福降临到我的身上。不，或许这一刻幸福正在
走来，眺望着六道湖的美景不正是最大的幸福么。

●Japanese

太陽がだんだんオレンジ色に変わっていき、
日没はほんの一瞬だろうけど、
こ
の美しい瞬間を愛する人たちとの幸せな思い出に残すため、カメラのシャッ
ターを押したり、一所懸命目に収めたりしている人で賑わっていた。
太陽が徐々に山の向こうに姿を隠していった。太陽が姿を隠した後でも、
まだ
光は残っていて辺りは十分明るかった。短い瞬間だったけど、
あまりにも美しい
絶景で言葉が出なかった。
宍道湖の夕日が見られる島根県立美術館の芝生には12匹のウサギの彫刻
物が宍道湖に向かって一列に並んでいる。
しかしよく見ると、
ウサギは三種類の
形しかない。後ろ足で蹴っているポーズと、前足で着地しているだけの二種類の
形を交互に配置させて動きをだしている。
この12匹のウサギの中で前から二番
目のウサギが一番人気だそうだ。二番目のウサギを触ると幸せが訪れるとか。
西の方向に向かって優しく撫でると効果がアップすると言われている。私も西
の方向に向かって座って二番目のウサギを優しく撫でながらぜひ私にも幸せが
訪れてくるように願ってみた。いや、
もう幸せは訪れているかもしれない。美しい
宍道湖の絶景の夕日を眺めながら幸せいっぱいな気持ちになったからだ。
3

地

大地的颜色
Teresa Sadkowsky

说起可近距离感受地球的地方要数地质公园了。地质公
园在世界上屈指可数，以其雄伟的地质特征与景观而著称，
通过那里的地质景观可让我们深刻感受到人类与地球的密
切关系。
隐岐诸岛于2013年9月加入联合国教科文世界地质公园
组织，是距日本本土40至80公里的日本海岛屿，在隐岐诸岛
可尽情领略大自然的魅力。坐船或飞机都可来到隐岐，体验
海岛生活，看海天相连与地势起伏，会让你有与远离日常生
活的强烈感觉。
隐岐岛由火山口地形的岛前诸岛即西之岛、中之岛和知

夫里岛三岛以及其东北方向数公 Shimane
里远的岛后岛组成。这些岛屿为
1000万年前至600万年间由板块活
动与火山喷发形成。经海水与海风
Here
侵蚀形成雄伟壮观的海蚀崖及火
山断面，从而有了奇石怪岩纵横海
岸的壮丽景观。除了各式火山岩
外，还有由2.5亿年前因大陆地壳火
山喷发形成的变质岩隐岐片麻岩及记录日本海形成过程的
沉积岩。地质的多样性使得无论从哪个角度看都是一道特别
的壮美地貌。大地是五光十色的，暗灰、纯白、深红、浅绿的海
岸岩石与海水及植被的颜色形成对比，更赋予海岛形成的传
说以色彩。

Map

大地のカラー
●Japanese

大地のカラー

テレサ・サドカウスキー

地球を近くに感じられる場所、
それがジオパークです。
ジオパークは世界有数
の雄大な地質的な特徴や景観を誇る場所であるだけではありません。
ジオパー
クはその風景を通じて、私たちと地球のつながりを深く感じられる機会を提供し
てくれます。
隠岐諸島は2013年9月にUNESCOが支援している世界ジオパークネットワー
クに加盟しました。
日本本土から40～80㎞離れている日本海に浮かぶ離島の
隠岐では、
自然を満喫できます。隠岐へのアクセスは船でも飛行機でも難しくあ
りませんが、ひとたび島に降り立つと、水平線の見える海と、起伏の多い地形、
そ
して島らしい生活によって、世界から隔離されているような感覚を強く抱きます。
隠岐はカルデラ地形の島前諸島を構成する西ノ島（にしのしま）、中ノ島（な
かのしま）
と知夫里島（ちぶりじま）の３島と、
そこから北東に数キロ離れている
丸い島の島後（どうご）からなります。
この島々は1000万年前から600万年前の
間に火山活動によってその原型が形成されました。その後の海と風の侵食に
よって、堂々とした海食崖とそこに見える火山の断面、
そして様々な奇岩の並ぶ
海岸景観が生み出されました。
さまざまな種類の火山岩がある一方で、火山活
4

Shimane Prefecture, Japan

在岛后的西北海岸大部却是白色的岩石。这些由流纹岩
或粗面岩不同种类的岩浆形成的岩石更加衬托出海水的蔚
蓝与葱绿。海岸岩石经侵蚀形成了大象、狮身人面像及蜡烛
等各异的形状。游客可乘坐皮艇近距离欣赏这些奇林怪石，
着实惬意。
最后还要向大家介绍一种特别且常见的绿色凝灰岩。这
种岩石并非火山岩，而是早在隐岐岛与日本海形成以前的大
陆上，由沉积在河流湖泊河床的沙土形成的。在隐岐岛常被
用于建材，庭园的石墙和林荫小路均可见。
五彩斑斓美丽的隐岐岛景观这样诉说着地球的故事，那
么就启程来探索隐岐岛的颜色吧。
印象最为深刻的要数知夫里岛的红色海蚀崖赤壁了。牧
养的牛儿每天在岛上尽享奢侈的美景与海风。赤壁是约600
年前火山喷发形成的火山断面，耀眼的红色条纹是玄武岩岩
浆里的铁分被氧化形成的。纵向走势的熔岩岩脉因成分与形
成方式不同而呈现出不同颜色，这样美丽的红与灰、黄等其
他颜色共同点缀的岩石在中之岛的明屋海岸及西之岛的国
贺海岸也看得到。

大地のカラー
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動によって地下から押し上げられてきた隠岐片麻岩（おきへんまがん）
という2.5
億年前に大陸で形成された変成岩や日本海の形成を記録する堆積岩も露出し
ています。
この地質の多様性が、
どこを見ても素晴らしい多様な地形を生み出し
ています。そして、
この大地はさまざまな色で彩られています。暗灰色、純白、真
紅、薄緑などの石から構成される海岸が海の色、
そして植生の緑とのコントラス
トをなして、島の成り立ちのストーリーに彩を加えています。
とくに印象的で鮮やかな場所のひとつに、知夫里島の赤壁（せきへき）
という
赤い海食崖があります。
この雄大な景色と潮風を放牧の牛が毎日贅沢に楽しん
でいます。赤壁は約600万年前に噴火した火山の断面で、
まぶしい赤色の縞模
様は、玄武岩のマグマのしぶきにある鉄分が酸化されたものです。縦に走る溶
岩の岩脈はその成分が違うために赤くはありません。
このような美しい赤と何色
もの灰色と黄色で着彩された石は同じ島前にある中ノ島の明屋（あきや）海岸
や西ノ島の国賀（くにが）海岸でも見られます。
一方、近くの島後の北西海岸のほとんどは白い岩石でできています。
この白い
石は流紋岩、
あるいは粗面岩という違う種類の溶岩からなり、
アクアブルーと緑

色の海の色とのコントラスト
が一層際立っています。
これら
の海岸では侵食を受けてゾウ
や、
スフィンクス、
またはロウソ
クのような形をした石がたくさ
んあります。シーカヤックに
乗って近くからみて楽しむこと
がお勧めです。
最後になりますが、
これまでに紹介した石とはまた違う感じの薄い緑色の石
「グリーンタフ」
もあちこちにあります。
この石は火山岩ではなく、島ができるより
もはるか昔、
日本海ができる前の時代に湖や川の底に溜まった土砂からなる地
層です。隠岐では建材として使われており、庭の石壁や遊歩道の敷石などに見
ることができます。
無数の色で彩られている美しい隠岐の景観は地球のストーリーを語ってくれ
ます。
どんな色があるか探しに、隠岐へ旅立ちましょう！
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里山の
貴重な眺め

“里山”之绝景
Daniel Broderick

日本岛根县云南市自然富饶，这里的山脉像绵延不断的
绿色波涛。哪怕暂时离开城市，徜徉在那片绿色的波涛的海
洋中，也是一次不错的体验。在大山深处有很多里山，在那里
能够体会到典型的日式生活。其中一处是被选入"梯田百选"
的山王寺。大约有100人、35户人家在打理着这处梯田。即便
如此，仍然忙不过来的时候，则需要本地的人们帮助完成插
秧、除草等工作。
作为里山生活研究所的代表，兼任日本村落环保研究会
理事、岛根县森林指导员的多久和厚先生，在山王寺做了3年
打理梯田的工作，为此关于里山生活的知识也异常丰富。多
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里山の貴重な眺め
自然あふれる雲南市。
ここでは山が緑の波のように見える。町から少しでも離
れるとその波に飲み込まれるが、決して悪いことではない。山奥には里山がたく
さんあり、
そこでは典型的な日本の生活を見ることができる。
その中のひとつは
棚田百選に選ばれた山王寺（さんおうじ）
である。およそ100人、35世帯がこの
棚田を管理しているが、
それでも手が足りない田んぼは地域の方々が田植えや
雑草取りなどの作業に取り組んでいる。
里山暮らし研究所代表、
日本エコビレッジ研究会理事、島根県森林インストラ
クターである多久和 厚（たくわ あつし）
さんは3年間山王寺の棚田を管理し
てきて、里山の暮らしや生活に関して知識が深い。多久和さんによると、今地球
に住んでいる７０億の人間は、地球自体が供給できる限度の1.5倍のスピード
で地球の資源を浪費している。いうまでもなく先進国がその大半を占めている。
このままだと地球の資源は枯渇してしまうので、地球の資源の価値を理解し、
自
然とのバランスを取り戻さなければならない。お金が唯一の資本だと考える代
わりに地球の資源を資本だと認め、
自然の中で生きることを心掛けなければな
らない。
これを
「里山資本主義」
という。
つまり、物質的な幸福より他人と自然と協
6

久和先生说现在住在地球上的70亿人口，正在以1.5倍的速度
消耗着地球本身最大限度所能供给的资源。毋庸置疑发达国
家消耗了其中大部分。长此以往，地球的资源将消耗殆尽，因
此人类必须重新认识地球资源的重要性，并力争恢复生态平
衡。同时必须摒弃将金钱作为唯一的资本这种想法，深刻认
识到地球的资源才是真正的资本，将在自然界中的生存艺术
时刻牢记于心。也就是所谓的"里山资本主义"。即比起物质方
面的享受，我们应当与他人、自然界和谐共处、共存共荣，只
有这样才能获得真正的幸福。
通过此次山王寺之行，我深刻地体会到了人类与自然的

里
ダニエル・ブロドリック
力し合う生き方による幸せを求めるべきという考え方である。
私は山王寺に行くことによって人間と自然の力関係のバランスをとることの重
要性を学んだ。例えば竹のような植物が非常に速いペースで生え続け土地を占
領していくが、人間がその竹を切って道具などにしたりすれば問題解決になる
し、農業に使う貴重なスペースを保つこともできる。
こうした例が自然にはたくさ
んあるが、
日本の田舎では自然の勢いの方が勝り、多大な土地が耕作放棄され
ている。
ではどうやって人々にこの問題の深刻さを伝えるべきか。多久和さんによると
その答えは「幸せはお金では買えないという古来の言葉にある。大勢の人は自
然とのつながりを忘れ、例え必要になったとしても自然だけを使った暮らし方を
支えられなくなっている。更にその生き方の満足を知らない。知るようになるた
めには体験が最適だ。山王寺は学生や障がい者を招き、
お米や豆を植えてそれ
を収穫する体験を提供している。
そういう活動によって障害者の癒しになり、成
長と教育の機会にもなる。回りの緑から得るエネルギーは自然にしか存在しな
い。
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天观赏，会变成什么样子呢？我试着向多久和先生提出了这
样的问题。多久和先生回答到，插秧后一颗幼苗会变成三十
颗，色泽日渐浓郁。每每观察，都会有不同的变化。并且，不仅
仅是观察幼苗的成长，带着感恩的心情欣赏，你会发现连同
周边的景色都会变得异常美丽。据说最美丽的景色是清晨的
时候，云从群山山顶飘落下来，田野间云雾缭绕、宛若云海、
恰似仙境。收割前，远眺绵长不断的浓郁葱葱的稻苗，也是绝
美的景色。我真想亲眼看看那美丽的景色。保持山王寺的美
景与生活方式，以个人的力量是无法办到的。如果大家共同
关注，形成共识，那么山村的未来就会希望长存。

Shimane
Here

里山の貴重な眺め

和谐相处的重要性。比如竹子这类植物以非常快的速度生
长、蔓延并侵占了耕地，人类将竹子砍伐后制作成工具，使问
题得以有效解决，保住了珍贵的农业用地。像这样的例子在
自然界中还存在很多。但是在日本的农村，自然界的气势却
占了上风，很多耕地被荒废闲置。那么该如何向人们传达问
题的严峻性呢？多久和先生表示答案在于“钱买不到幸福”
这句古语。很多的人都脱离了与大自然的紧密关联，即使有
需求，也无法持续在自然界中自给自足的生活方式，更无法
得知其乐趣。为了让人们了解，亲身体验是最好的方法。山王
寺就为学生和残疾人提供了体验种植和收割大米、大豆的活
动。这样的活动为残疾人提供了愈合心灵创伤、为学生提供
了成长和受教育的机会，并从身边的绿色中汲取了只存在于
自然界的神奇力量。
只是一时眺望田间的幼苗，会觉得很漂亮，但是如果每
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一時の間田んぼの苗を眺
めるのは美しいが、毎日見て
いたらどういう風に変わるか
を多久和さんに尋ねてみる
ことにした。田植えが終わっ
て1本の苗が30本に増え、色
が濃くなる。見るたびに変化
すると言う。
しかも苗だけを
見るのではなく、ちゃんと感
謝するために周りの景色も
見たほうがいいとも言われた。多久和さんによると最も美しいのは朝で、雲が
山々から下り田んぼが霧に覆われるところだそうだ。
それを雲海という。稲刈り
前の長くて濃い緑色の苗も素晴らしい眺めだということが分かった。私も見てみ
たいと思った。山王寺の景色と生活は一人では保てないが、みんなが勉強して
意識を養えば里山に希望は残るだろうと思う。
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私に潤いを
与えてくれる宍道湖

六道湖的恩惠

Shimane

沈海婷

六道湖位于岛根县松江市与
Here
出云市，有多条淡水河注入，又经
大桥川、中海、境港与外海日本海
联通，是淡水、海水交融的汽水湖。
得益于此这里生息着以“六道湖七珍”为首的丰富鱼类，其中
又以大和蜆产量最高，最为著名。
我的住处距离六道湖步行不到10分钟，因而深得其恩
惠。工作日的清晨，湖心泛着数不尽的小舟，那是捞大和蜆的
渔夫早早地开始劳作了。用大和蜆煮酱汤味道鲜美，对宿醉
还有很好疗效，是当地餐桌上少不了健康食品，来到松江的
游客必定也要喝上一碗。大和蜆生长于汽水湖，个头大些的
往往被加工包装成精美的伴手礼在东京等大城市市场流通，
本地市面所见的尽管个头小，味道却毫不逊色。
除了丰富的鱼贝资源，六道湖附近的温泉也颇有名气。
在湖畔的车站和松江土特产馆附近均有向市民及游客免费
开放的足汤温泉，在此中转落脚的游客尽可一扫舟车之劳
顿。在这里我曾偶遇一位三年如一日每天准时来泡脚的奶
奶，听她讲困扰其多年的腿神经痛多方求医无果在坚持泡足
汤温泉两周后竟不治而愈。果不其然我发现她膝盖以下的皮
肤已明显被高温灼伤，截然另一种肤色。从那以后她便开始
孜孜不倦地宣传，希望更多人能了解温泉的好处。
在县立美术馆看六道湖夕阳西下是一道壮丽的景观，但
我更喜欢余晖过后六道湖岸那条静谧的慢跑路。在那可以欣
赏横贯在湖面上的六道湖大桥和倒影在湖面四周的隐隐灯
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湖
火，倾听着湖水涨潮拍打在岸边岩石又退去的声音，呼吸着
扑面而来没有丝毫腥味的潮湿空气，远观带着探照灯、手电
筒仔细翻开石头寻找小虾小蟹的孩子或是一家人幸福地燃
放着纸捻花，真是再没有比这更美妙的了。这份闲适的幸福
想必在大城市很难体会到吧。
听本地老人讲，战前的六道湖比当今要更加美丽富庶，
大人小孩下水游泳嬉戏，捕鱼捞虾。经历高速经济增长期后
日本各地都有饱受公害之苦的受害者，六道湖的水质也曾一
度恶化。70年代县民环保意识开始增强，经近40年的努力，虽
仍达不到战前可游泳的标准，但六道湖已逐渐恢复了昔日的
光彩。很多志愿者收养10米湖滨作为养子，每天自发清理分
担区内垃圾。湖畔的人们如此这般用心地爱着六道湖，相信
六道湖也必将会滋养、回馈着代代岛根人吧。
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私に潤いを与えてくれる宍道湖
宍道湖は島根県松江市、
出雲市にまたがる湖。
斐伊川を始め数多くの河川が流
入し、
大橋川・中海・境水道を介して外海日本海と接続があり、
淡水と海水が入り
混じる汽水湖となっている。
特有の湖沼に恵まれて魚類が豊富で宍道湖七珍をは
じめとするさまざまな生物が生息している。特産物として、漁獲高を誇るヤマトシ
ジミが一番有名である。
私の住まいから宍道湖まで歩行で10分もかからない距離だから、
この湖は私
をすごく潤わせてくれている。
平日のほの暗い明け方、
シジミを採る漁師らが早々
と作業を始め、
数えきれないほどの小舟が水上に漂っている。
シジミ汁はあっさり
しておいしいし、
二日酔い解消にも効果的な健康食品として地元の食卓に欠かせ
ない存在である。
島根に足を運んだ日本国内外の観光客も必ず椀一杯をすする
だろう。ヤマトシジミは汽水域の生物、やや大きなものは往々にしてギフトに加
工・パッキングされ、
東京など大都会の市場に出回り、
人々に広く親しまれている。
地元の店先に並ぶのは小さいとはいえ、
味はいささかも遜色がない。
豊かな魚介類の他に、
宍道湖の周りの温泉も有名である。
湖畔の松江しんじ湖
温泉駅とシジミ館それぞれのすぐそばに一般市民や観光客が無料で利用できる
足湯が設置されている。
バスを待つ人々が足湯を楽しんで旅の疲れをとる。
ある
日、
三年間毎日欠かさず足湯に入り続けているおばあさんに出会い、
長年にわた
り悩まれた足の神経痛が２週間の足湯治療を行ってなんと全快してしまったとの
話を聞いた。
果たしてそのとおりで膝下の皮膚が湯焼けのため明らかに赤く見え
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る。
その後おばあさんが足湯の良さの周知を図り人々にアピールし始めたらしい。
宍道湖に夕日が沈む美しさは日本の絶景である。
しかし、
それより夕暮れどき宍
道湖沿いの静かなジョギング小路のほうが私は好きだ。
水上をまたがる宍道湖大
橋のライトアップと水に映った揺らめく岸辺の家々の明かりを目にしたり、
潮が満
ちたり引いたり、
水が岩にぶつかった音が響いてきたり、
風に乗って吹いてくる生
臭さのない潤った空気を吸ったりして本当に私を潤わせてくれる。
また、
ヘッドラ
イトや懐中電灯で照らしながら石にくっついているエビやカニを探したり、
線香花
火で盛り上がる家族がよくいる。
このようなのどかな幸せは大都会ではなかなか
経験できないだろう。
地元の高齢者の話によると、
戦前の宍道湖は今よりずっときれいかつ豊かだっ
た。子供はもちろん大人も水泳、エビ掬い、魚釣りなどを楽しんでいた。高度経済
成長期を経て、
公害に苦しむ人々が日本の各地にいる。
宍道湖の水質もかつて一
度悪化した。70年代ごろ県民らは水質保全の意識が高まり、40年間保全政策に
努め、
水質はまだ戦前の水泳できる標準にいたらないが、
本来の姿を取り戻しつ
つある。
多くのボランティアが一人10メートルの浜辺をまるで自分の子供のように
愛で、
きれいさを保つように頑張っている。
宍道湖の周りに暮らす人々がこのよう
に宍道湖を大切にすれば、宍道湖もきっと代々の人々に感動や安らぎを与え、
さ
まざまな恵みをもたらすだろう。
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