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日式之美 富足之心 ——浅谈日本和服的魅力
松江的茶文化
和服体验与和式点心制作
圆圆的团子 艺术之珍品

松江の楽しみ方

〜着物を着て歩く〜

和の美 心のゆとり 〜私が見た和服の魅力〜

松江の茶文化

丸い団子は芸術品

着物と和菓子作り：松江での体験

和の美 心のゆとり

日式之美 富足之心

——浅谈日本和服的魅力

杜 春红

说起日本，我们脑海中立刻会浮现出富士山、樱花、和
服、歌舞伎、动漫等画面。由于和服是日本文化的象征之一，
不仅是日本人，很多外国人也情不自禁地被它吸引，爱不释
手。我也是众多和服爱好者中的一员。
就在最近，我第一次穿上了和服。在专业人士的建议下，
选择了紫色的和服。穿上后，我着实被它的美丽惊呆了，简直
堪称艺术的杰作,不愧在世界各地受到如此广泛之赞誉。我穿
好和服后，迫不及待地开始在松江城内信步徜徉，我感受到
了这座城市的厚重的历史气息。非常安静的小城，城市设计、
建筑物用色都恰到好处，街道布景也如此和谐。面对如此景
致，我内心深处仿佛也被感动了。即使作为一个外国人，但我
当时的心情，除了日本茶道里面的意境“和敬清寂”、
“恬静”
以外，无法找到更合适的词汇来形容。
女性穿上和服后，自然而然地走起路来变得十分淑女，
婀娜多姿。随之，举止动作也变得优雅端庄。但是，最不可思
议的是，就连内心世界也变得和穿平常衣服时大为不同。不
知从何时起，自己仿佛
变身成了古装戏中的
主人公，充分体会着作
为女性的内心的喜悦、
细腻、幸福之情。所以，
我相信和服绝对会让
女 性 变 得 更 美 丽 、知
性、充满自信。
和服在德川幕府
时 代 以 前 ，被 称 作 吴
服。顾名思义，受到三
国时代吴国服装的影
响，由中国传到日本。
后 来 ，在 日 本 生 根 发
芽 ，被 一 代 代 传 承 下
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和の美 心のゆとり ～私が見た和服の魅力～
日本と言えば、富士山、桜、和服、歌舞伎、
アニメというようなイメージがすぐ頭
に浮かびます。和服は日本の文化を代表できるシンボルのような、独特で特別
な存在だから、
日本人だけではなくて、
日本が好きな外国人までも心を引かれ、
愛されつつあります。私もそのファンの一人になります。
初めての和服を着たのはつい最近でした。
プロの方から紫の色を勧められ、
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試着したら、びっくりするほどその美しさを実感しました。
日本の外でも認知度が
高い、芸術の傑作です。早速、和服姿で、松江の町を歩いてみました。
その町づく
りに古い歴史が感じられます。落ち着いた雰囲気、色とデザインも素敵で、
きれ
いで、感動しました。外国人である私でも、茶道の「和敬清寂」、
「わび」
という言
葉がその気持ちにぴったりだと思いました。
女性は和服を着ると、
自然に歩き方が淑女になり、
しなやかで美しく歩くこと
ができます。
それに合わせて、立ち居振る舞いを優雅にします。非常に不思議な
ことは、心までも普段洋服を着る時と違って、いつの間にか、
自分がまるで古代
のドラマの主人公に変身したかのように思え、女性としての喜び、繊細さ、幸せも
いっぱい味わうことができました。和服のおかげで、女性はもっときれいに、知的
に、
自信を持つことができると信じています。
和服は德川幕府時代以前には、呉服と呼ばれていました。中国の三国時代の
「呉国」の服装から影響を受け、
日本に伝来しました。その後、定着し、代々に受
け継がれ、
さらに独特の要素を入れ、四季折々の趣に映し出される情景を装い
に用いる
「和服のモチーフ」
で、現在まで発展してきました。
それらを生活に反映
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扬我国传统文化这一问题。中国有五千年的历史，其间创造
了无数璀璨的文化，并传播到了全世界，尤其是在亚洲各国
得到了高度普及。但是，由于战争等各种原因，大部分都没能
完整的保存下来，甚至面临着濒临毁灭的现状。如何能像日
本一样重视传统文化遗产，充分吸收日本先进的做法，把现
存的优秀的传统文化继承和发扬下去，是我们现代人急需面
对的课题吧。另外我在想，正是由于担任国际交流员这一契
机，使很多交流员发现自己的内心世界变得丰富起来了。什
么时候中国人内心真正变得富足之时，也就是我们重新审视
自身文化，重建繁荣文化之邦之日吧。

和の美 心のゆとり

来，并且加入独特的日式风格，把 Shimane
大自然中的四季变化的情趣作为
元素，设计运用到和服创作之中。
Here
再把和服这样的杰作反映到日常
生活中，以丰富的内心世界建立起
了足以令世界瞩目的“和的文化”，
经 过 经 年 累 月 的 孕 育 ，被 传 承 至
今。
“和”这个汉字，是“和睦、平和、和平、调和、和谐互助”的
意思，
“和的文化”是追求人类与大自然和谐共处，人类社会
的均衡发展，内心世界的平和、富足的价值观的体现。
日本人深爱着这样的传统文化，并引以为豪。我被不遗
余力地传承、发展传统文化，竭力向全世界宣传自身文化的
日本人深深感动。与此同时，我不禁开始思考如何保护和发
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させながら、豊かな心で築き上げた世界に誇る
「和の文化」は、長い年月の中で
育まれ、今なお、受け継がれ続けています。
「和」
という漢字には、
「なごむ、
おだ
やか、争わない、
あわせる、仲良く助けあう」などの意味があり、
「和の文化」は自
然と調和する、人間社会のバランス、心のゆとりを求める価値観です。
日本人がこのような伝統文化を愛しつつ、誇りを持って、文化の伝承、発展に
力を入れ、世界に向けて一生懸命にアピールする姿に何度も強く感心させられ
ました。
それに対して、中国の伝統文化の保存と伝承についても、つい考えるよ
うになりました。中国には五千年の歴史があり、その中で、数えきれないほど素
晴らしい文化が創出され、世界各国、特にアジアに普及されました。
でも、戦争
やさまざまな原因で、大部分は保存できずに、滅ぼされたことに至った状態で
す。今現在に残った古い文化を日本のやり方、
ノウハウを学び、
日本のように大
切にしながら、生かしていくことは重要な課題ではないかと思います。一方、国
際交流員になることをきっかけに、心の豊かさを感じる中国人も少なくないで
す。人々にいつか心にゆとりができる時こそ、
きっと中国文化をあらためて考え
る、立て直す日が訪れるでしょう。
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松江の茶文化

松江的茶文化
朴慧贞

穿日本传统和服在松江体验 Shimane
了一日传统文化。说起穿和服已是
第二次，我曾随日本寄宿家庭参观
Here
和服博物馆有幸试穿了所展的贵
族和服，而这一次是便装和服。如
果说韩国的传统韩服表现的是曲
线与直线美，那么日本和服则强调
直线美。
穿和服这一天最艰难的部分要数跪坐体验茶道了。我还
不习惯，因为在韩国只有被惩罚的时候才会跪坐。现在就让
我从这次的茶道体验来和大家说说松江的茶文化吧。
在松江的百年老店千茶庄我们体验了茶道。日本茶道中
的茶分为抹茶和煎茶，抹茶更具代表性。著名的茶道流派有
表千家、里千家、武者小路千家。这次我们学习的是里千家茶
道中抹茶的点茶、饮茶以及其待客礼法。
在提温茶碗的功夫首先食用和式点心。抹茶味苦，饮前
先用日式甜点是个再好不过的组合。用心点茶、献茶以及客
人向主人表达敬意的茶道礼法完好地折射出重视仪式、礼仪
的日本文化。
过去只有位高者才能用茶，茶道普及到庶民生活中年数
也并不长。即使现在说起抹茶，日本其他地区也许还不常接
触，但在松江抹茶却被广为享用。松江的茶文化推广如此广
泛说是归功于出云松江藩7代藩主松平治乡并不为过。松平
治乡也被称为“不昧公”，平日爱饮茶，后自创茶道流派不昧
流，以不拘泥于流派与形式为特点。不昧公曾使用过的茶室
明々庵至今仍保留在松江城附近。在不昧流的诞生地松江每
年秋季都要召开一年一度的“松江城大茶会”，它与京都的
“二条城市民大茶会”和金泽的“兼六园大茶会”齐名，为日本
三大茶会。去年的盛会在10月4日和5日举行，因事前未确认
好时间，遗憾只参加了其中两场。
如果来到松江的超市，你定会惊讶于茶叶贩卖区的面
积，那里陈列着各式茶叶与茶具。往往只有在茶叶铺和商场
才能买到的点茶竹刷，在松江随便哪个超市便可轻松买到，

Map

茶
●Japanese

松江の茶文化
日本の伝統衣装である着物を着て、松江で一日中日本の伝統文化を体験しま
した。
着物を着てみたのは今回で二回目です。初めての体験は、以前ホームステイ
で日本に来た時、着物博物館に行って、展示されている貴族の着物を着てみた
ことでした。
だから、普段着を着るのは今回が初めてでした。韓国の伝統衣装で
ある韓服（ハンボク）が曲線と直線の美を表しているとしたら、着物は直線の美
を表していることが違うところだと言えます。
着物を着て体験したことの中で、一番大変だったのは、正座をしてお茶を点て
る茶道の体験でした。正座というのは韓国では叱られる時以外はなかなか経験
しないことなので、慣れないことだからです。今回、個人的に体験した茶道を基
にして、松江の茶文化について情報を共有したいと思います。
茶道の体験は松江の有名な老舗である千茶荘というお店で行われました。
日
本の茶道でお茶というと、抹茶と煎茶がありますが、一般的に抹茶が代表的で、
抹茶を点てる礼法、飲む礼法、
もてなしの礼法などを教わりました。
日本の3大流
派は表千家・裏千家・武者小路千家ですが、今回は裏千家の作法を簡単に教え
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ていただきました。
まず、
お湯で茶碗を温める間に、和菓子をいただきます。抹茶は少し苦い味が
するので、
お茶を飲む前に甘い味の和菓子を食べておくのですが、良い組み合
わせだと思います。
最善を尽くしてお茶を点て、お客さんに出し、お茶を出してもらったお客さん
は点前（てまえ）の人に敬意を表す茶道の礼法は、儀式や儀礼を大事にする日
本の文化がよく表れていると感じました。
抹茶は昔、身分の高い人だけ楽しむお茶であって、庶民まで楽しむことになっ
た期間はあまり長くないそうです。現在も抹茶といえば、他の地域では接する機
会の少ないお茶ですが、松江では抹茶は一般の人たちにも広く楽しまれている
そうです。
このように松江の茶文化が広がった背景は出雲松江藩7代藩主である
松平治郷（まつだいらはるさと）
の存在があるといっても過言ではありません。不
昧公（ふまいこう）
とも呼ばれた松平治郷は普段から抹茶を楽しんでいて、後に、
不昧流という流派と形式にこだわらない独自の茶道を築きました。現在も不昧
公が使っていた茶室の明々庵（めいめいあん）が松江城の近くに残っています。

松江の
茶文化
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可见茶文化在松江扎根之深厚。
如此，从不昧流产生至今已有200年历史的松江茶文化，想
必如果你来松江一定不难体验到吧。

●Japanese

不昧流という茶道の流派まで生まれた松江では年に一度「松江城大茶会」が
開かれます。
これは京都の「二条城市民大茶会」
と金沢の「兼六園大茶会」に並
ぶ日本3大茶会の一つで、秋に行われる松江の大きな文化行事です。去年は10
月4日、5日に行われたのですが、私は終わる時間をチェックせずに行ったせい
で、買っておいたチケットをたった二か所の茶会に参加することにしか使えませ
んでした。
また松江のスーパーマーケットに行ってみると、
お茶のコーナーの広さに驚き
ます。
様々な種類のお茶や茶道に使う道具まで陳列されています。他の地域ではお
茶の専門店やデパートなどでしか買えない茶筅を松江ではスーパーマーケット
で気軽に購入できることから、茶文化が松江にどれだけ深く根付いているのか
が分かります。
このように、不昧流から始まって、今日まで約200年の歴史を持っている松江
の茶文化。松江にいらっしゃったら、茶道がそんなに難しくなく、身近で気軽に楽
しめる体験になると思います。
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着物と
和菓子作り
和服体验与
和式点心制作
Olaseun Sondey

从未穿过和服的我在这个寒冬一月的早晨体验了一把。
与国际交流员同事5人着和服漫步于松江商业街京店，体验
了这里的传统文化，还制作了颇富盛名的松江和式点心。
首站抵达景山和服店试穿，也许是初次体验的缘故，总
觉得像是在身上裹了件浴衣。腰上整齐地束上带子，上身罩
件短褂，短褂并非系扣式，而是采用时尚流苏穗盘扣。现在日
本人日常生活中已很少穿和服了，最初走在路上总觉得害
羞，不过很快就适应了。上身靠短褂保暖，趿拉着人字拖的脚
却暴露在严寒之下，可以一改平日的和服装扮行走于京店的
经历实在宝贵。穿上和服人就会不由得将腰杆挺得笔直，身
姿变得挺拔，有层次的搭配也衬托出我的存在感。
松江以茶道与和式点心最为著名。行走于街上不时能看
到茶铺与和式点心店。最具代表性的点心当数松平不昧公喜
爱的“若草”了，它甜而软，外表如那它的名字般是鲜艳可爱
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着物と和菓子作り : 松江での体験
着物を着たことがありませんでしたが、一月のある寒い朝に初めて経験できま
した。国際交流員の同僚と一緒に五人で着物を着たまま、
日本の松江の伝統文
化を体験しに松江の京店商店街を歩きました。
これがきっかけで、松江の、
よく
知られている和菓子作りを体験出来ました。
国際交流員たちは最初に着物を試着するために景山呉服店を訪問しました。
初めてで何だかバスローブを着ているような気持ちもありました。腰は帯できち
んと結ばれ、一番上に着る羽織は軽ジャケットみたいな感じでした。羽織はボタ
ンではなく、太くてスタイリッシュなひもで結び付けます。ほとんどの日本人は洋
服を着て生活しますので、最初は外で着物を着たままで歩くのが恥ずかしかっ
たのですが、
すぐに慣れてきました。着物を重ねて着る上半身は暖かかったです
が、草履をはいた足が寒さにあらわにされてしまいました。それでもいつも通り
に来た洋服のスーツではない日本式のフォーマルな服を着たという実感がわい
て、寒くても京店商店街を歩くのは貴重な経験でした。着物を着るだけで背筋が
ピンとし、姿勢をもっと強く、正しくなり、重ね着のボリュームで僕の存在が際
立った感じがしました。
6

的嫩绿色。和式点心随着季节变化花样造型会不断更新，但
“若草”没有季节性，一年四季都品尝得到。我对接下来的点
心制作越发期待，在茶道体验及午饭过后我们径直走向日本
银行旧址三层点心房，这里还有教堂彩玻璃、手环、勾玉制作
的体验区。
师傅是位名为青户邦男的矍铄而幽默的老爷爷。这位手
艺人50年如一日将热情倾注于和式点心制作，可以说为了传
承其传统作法而奉献一生。青户先生自小爱吃点心因而立志
成为和式点心手艺人，每年指导学徒约4000人。和式点心冷
藏条件下保存不了多久，但冷冻却能保存一年。青户先生的
冰柜里冻满了数不尽的各式点心，正当我惊讶的功夫青户先
生已从冰柜里拿出一块点心当当当地在桌子上敲起来了，当
然啦，缓冻后才好吃。
洗过手后便准备动手做了。纯手工制作只使用简单道

和
オラシュン・ソンデ
松江は茶道と和菓子の文化で有名です。町歩きだけでもいくつかのお茶や和
菓子の店が目に入ると思います。松江を代表する和菓子の一つは松平不昧
（1751年～1818年）の大好きな「若草」
です。別の和菓子と違って一年中に味
わえる和菓子です。鮮やかな緑色の和菓子は甘くて柔らかいです。見ると確かに
若い草に見えると思います。
日本の伝統的なお菓子で、僕たちはその伝統を体
験することになりました。和菓子は季節によってデザインが変わりますので、和
菓子作りの教室で何を作るのか楽しみでした。茶道を体験し、昼食後にカラコロ
工房に向かい、3階まで移動しました。
カラコロ工房では和菓子作りのほか、
ステ
ンドグラス、
メタルバンド、勾玉も教室で作れます!
青戸邦男さん（あおと・くにお）
という元気で面白いおじいさんが教室を担当
しました。50年も情熱を持ち続ける職人として和菓子を作っています。和菓子作
りの伝統を守るために人生をささげています。青戸さんは子供の頃、
お菓子が大
好きでしたので職人として和菓子を作りたいと思ったと語りました。一年間で約
4000人に和菓子作りを教えています。和菓子は冷蔵庫に入れるとあまり長持ち
しないですが、冷凍庫に入れると一年くらい保存できます。青戸さんの冷凍庫は
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具，手感特别像小时候玩得橡皮泥，不同之处在于杰作完成
后你还能享用美味。我挑战得造型是水仙花，大抵是花的形
状，却远不如青户先生做得那样逼真。和服的袖子长，有些碍
事，看来工作时还真不太适合穿它。水仙花的造型虽奇怪，可
这确是我和式点心制作的初次体验。青户先生最后还告诉
我，成为手艺人不单靠长年的积累，更重要的是坚持不懈的
用心努力。

用小豆等原料做出花的造型，外形虽差点，可味道却丝
毫不减，我对自己的作品感到无比的成就感。能在以茶道与
和式点心著称的松江体验它最地道的文化着实新鲜而难忘。
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着物と和菓子作り

和
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和菓子でいっぱいになっていました。
その和菓子が何個あるのかまだ数えきれ
ないうちに青戸さんは冷凍庫から和菓子を一個出してテーブルでたたいてみま
した。バンバンとでっかい音がして、びっくりしました。
もちろん溶かしてから食
べたほうがおいしいですね。
教室で手を洗い、和菓子を作る準備をしました。全てを手と簡単な道具で作
ります。和菓子作りをして、子供のころのおもちゃであるプレイ・ドー（play
dough）
を思い出しました。手で和菓子の素材を握ってみると、
プレイ・ドーの感
覚と似ていますが、最終に和菓子の方は食べられます!作る和菓子のデザイン
の一つは水仙でしたが、やっぱり僕は未経験者でうまく作れませんでした。花の
ような形にできましたが青砥さんの上手な握り方のきれいな水仙と違っていま
した。着物の袖が長く、腕を動かしたら袖もバタバタとして邪魔になりました。確
かに普通の着物は和菓子作りにふさわしくないと思いました。変な水仙和菓子
になりましたが、
自分なりの和菓子が作れたのではかと思います。青戸さんはど
のぐらいの年数作るかより努力し続けることの方が大切だとアドバイスをくれま
した。

きれいでなくても、
プ
レイ・ドーのような小豆
などの素材を使って、
自然にある花のような
形に仕上がり、
おいしく
食べられましたので大
成功だと思いました。
和 菓 子 作りは 自 分 に
とって珍しく、それを茶
道を和 菓 子で有 名 な
松江で体験でき、忘れ
られない経験でした。
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丸い団子は芸術品

圆圆的团子
艺术之珍品
Natalia Borkhodoeva

我在严冬季节的岛根县松江市，很好地体验了一把日本
文化。与来自美国、韩国、中国的四名同事一起，在景山吴服
店穿上了美丽的和服，充分感受日本文化。以前，我虽然穿过
和服，但是包括吃饭、走路在内一整天都穿着和服，却从未经
历过，内心充满新鲜感。穿上和服的女性走路姿势非常可爱，
由于是用膝盖及以下的部位移动，要求双脚必须对齐并且向
内微收。由于是平时走路不太使用的姿势，一天中走了很长
时间，所以浑身到下都很疲惫。穿上既漂亮又华丽的和服，多
少体会到了过去的女性的心境，
对于我来说是非常宝贵的经历。
穿上和服以后，学习了抹茶的制作及饮用方法。之后，来
到拥有20年历史的名为“月濑”的饮食店，品尝有代表性的日
本点心，即团子。在那家店，同时也能吃到日式拉面，由于是
午饭时间，我便点了530日元的松江飞鱼汤拉面，味道鲜香可
口，既清淡又不失美味。
团子的做法是把糯米碾碎，在米粉中加入冷水及热水，揉
成面团。
将和好的面团蒸熟后，
分割成若干小份，
再揉成圆形的
圆球。
最后，
把揉好的三至五个圆球穿在竹签子上，
就做成了。
月濑的一层是饭店，并现场展示、销售团子。二楼是制作
团子的现场，时不时从楼上传来捣米时咚咚咚的声音，非常
新鲜的团子就这样直供到店面。团子是否美味的判断标准，
是由糯米的品质来决定的。月濑饭店的团子使用的是公认的
最好吃的岛根县奥出云町产的仁多米。日本东北地区的大米
也非常好，所以据说团子也很美味。米好吃的地方几乎都能
做出美味的团子。
另外，种类是否丰富也很重要。月濑饭店常年提供八种固
定口味的团子。
随着季节的变化，
再增加两到三种应季的口味。

団
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最受欢迎的是常年提供的砂糖酱油、
黄豆粉、
抹茶口味。
现在正
值冬季，
能品尝到草莓团子、
粉色的
“舍名求实”
团子
（舍名求实
是一句日语谚语，意思是与其要花这种外表美丽的东西，不如
要团子那些吃的来得实在）。不添加任何佐料的团子虽然口感
软软的、
糯糯的，
但是没有什么味道。
蘸着浓浓的甜甜的小豆或
砂糖酱油佐料来品尝，却恰到好处。无论外观、还是口感，都与
俄罗斯的点心大为不同的日式点心是我的最爱，
所以我品尝了
很多的口味。芝麻团子、糙米团子、甚至还有海苔团子。审美家
的日本人，
把简单的糯米团子做成了艺术品，
真是了不起啊。
品尝了美味的团子以后，又走着去了附近的karakoro工
作室。亲手制作了日式糕点，就这样结束了穿着和服体验日
本文化的一天。

●Japanese

丸い団子は芸術品

ボルホドーエワ・ナタリア

真冬のある日に、
島根県の松江市で日本の文化によりよく触れる体験ができま
した。
アメリカ、
韓国、
中国からの4人の同僚と一緒に景山呉服店で素敵な着物を
着させていただいて日本の文化を体験しました。以前着物を着たことがあります
が、
一日中着物姿でご飯を食べたり、
町を歩いたりしたことがなかったので新鮮な
気持ちでした。着物を着た女性の可愛い歩き方と言えばヒザから下で歩いて、足
は必ず揃って内向きにしないといけません。
普段はしない歩きぶりで長い間歩い
たので全身疲れましたが、
綺麗で贅沢な着物を着れた上、
昔の女性の気持ちが少
しでもわかったと思いますので大変貴重な経験でした。
着物を着てから、
抹茶のたて方、
飲み方などを勉強して、
さっそく20年前から団
子屋さんの営業を始めた月ヶ瀬というお店で日本の菓子を代表する団子をごち
そうになりした。
その場で和風ラーメンも食べられますので、
お昼ご飯に530円す
る松江あごだしラーメンも注文しました。
あっさりした味で美味しかったです。
団子は米をひいて作った粉に水やお湯を加えてこねて、
蒸してできた餅を小さ
くまるめた菓子であり、
串に3~5個刺して出来上がりです。
月ヶ瀬の一階に売店とレストランがあって、二階にある団子を作る工場から

A magazine about

Shimane Prefecture, Japan

時々ドンドンと米搗きの音が聞こえてくるので、
とても新鮮な団子がお店に出され
ています。
お団子の美味しさの基準はまず米の質で決まります。
月ヶ瀬の団子に使
われているのは島根県で米が美味しいとされている奥出雲町の仁多米です。
日本
の東北地方でも米はとても良いので団子も美味しいそうです。
米の美味しい土地
で美味しい団子が作られるそうです。
また種類の豊かさも大切です。
月ヶ瀬では定番のお団子が8種類もあって、
季節
ごとにさらに2,3種類増えます。
もっとも人気のある団子は定番のみたらし、
そして
きな粉、
抹茶です。
今の冬の季節には苺団子、
ピンク色をした花より団子を味わえ
ます。
何も加えていない団子の食感はやわらかくてあまり味がしませんので、
濃く
て甘い味の小豆や砂糖醤油をつけて食べると良く合います。
私はロシアのお菓子
と違う見た目と食感とのある和菓子が大好きなのでたくさんの種類を食べてみた
いと思います。
ごま団子、
玄米団子、
のりものせられた団子もあり、
審美家の日本人
がただのもち団子も芸術品にできることは素晴らしいと思います。
美味しい団子を食べて楽しんだ後、歩いて近くのカラコロ工房に行き、
自分の
手で和菓子を作り、
着物を着た文化体験の一日が終わりました。

http://www.pref.shimane.lg.jp/bunkakokusai/
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