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自然と共に
生きる石

来

与自然共生之石
--于来待石博物馆
Borkhodoeva Natalia

走进日本，神社里的石狮子和石阶，庭院式住宅里的柱
基石和石灯笼总是在不经意间就映入眼帘。在岛根县，此类
传统物品大多由一种在松江市宍道町的来待地区才能采掘
到的石头制成，名为来待石。石头呈灰白色，与其他石头相比
质地柔软，容易成形。我来岛根县已经一年多了，虽然这种石
头就在我的身边，但如此近距离的了解它还是第一次。
究竟这种石头有什么魅力呢，为什么日本人会将它摆放
在神灵存在的在神社中，装饰在自己美丽的庭院里，我对此
充满了好奇，在松江市的来待石博物馆，我详细地了解到了
它的起源、开采及使用方式。博物馆外还有很多用来迎接客
人的狸猫来待石石雕，从这所充满现代感的博物馆中可以感
受到许多古远的历史气息。

那么，来待石是
在什么时候，如何出
现的？它是在1400万
年前，火山爆发后火
山灰飞溅到海水里，
海水又与沙子混合后形成的。随着时间流逝，原本是海的地
方变成了土地和山峰，于是人类便发现了来待石。
来待石是一种柔软有粘性，而且石英含量少孔隙多的石
头。据说正因为有这样的特点，所以来待石可以很好的吸收
湿气，适当地保持房间中的湿度。也可以说，它是一种多功能
的石头,因为容易吸收水分，所以易生苔藓，容易风化。因为我
不希望物品被破坏，所以很不理解为什么日本人会把这种石
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「自然と共に生きる石」来待ストーンミュージアムにて
日本を訪ねると神社では石でできた狛犬や階段、庭のある家では同じく石で
できた柱の土台や灯ろうなどをよく見かけます。島根県ではこの伝統的な物が、
松江市宍道町の来待地区でしか採れない石からできているのをよく目にしま
す。
それは来待石と言う、白っぽくて他の石に比べればやわらかい石で、いろん
な形にしやすい石です。島根県に来て一年も経つのに、身近にあった石につい
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ボルホドーエワ・ナタリア

て初めて詳しく知ったのはつい最近でした。
いったい石の特徴が何なのか、
どうして日本人は神様のいる神社に置いたり、
自分の大切な庭の飾りにすることを習慣にするのか気になりますね。松江市に
ある来待ストーンミュージアムで、
この石の起源、採掘や使用について知ること
ができました。博物館の外で来待石でできたたくさんの狸がお客さんを迎え、中
に入ると近代的な設備が古い歴史について教えてくれます。
さて、来待石はいつ、
どのように現れたのか。
それは1400万年前の話です。火
山が噴火した後の灰が海の方に飛び、砂とその水が混ざったものです。時間が
経つにつれて海だったところは土や山になり、
そして人間が来待石を発見しまし
た。
来待石は軽くて柔らかく粘りがあり、
また石英が少なく隙間が多い石です。
こ
のような特徴から湿気を吸収し、部屋の中の湿度を適度に保つと言われていま
す。つまりとても機能的な石ですが、水分をとり込みやすいので、石の上に苔が
できやすく、風化しやすい石です。
それなのになぜ日本人はこの石を屋外によく
置くのでしょう。物は壊れてほしくないのが私の考えですが、
日本人の性格を説
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头装饰在室外，但如果从日本人的 Shimane
性格来解释就很容易理解了。因为
用来待石作的东西是大自然的一
份子，被苔藓包覆，逐渐回归沙土
Here
的特点体现了日本文化，深受日本
人喜爱。来待石最终会完全变为沙
土，重归大地，是不污染环境非常
环保的石头，日本人将此类特质称为“闲寂幽雅”。
这种石头目前仅存在于岛根县内的一个地方,原材料很
多且价格不昂贵。但是由于日本传统庭园减少的同时需求也
在减少。
我在来待石博物馆得到了其他疑问的解答。博物馆外不
远处的山上就可以采掘到来待石，听着以前开采工程的讲
解，想象着工作的辛苦，让我很感动。包覆在来待石中的博物
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自然と共に生きる石

馆室外广阔，经常举行婚礼或演唱会等活动。在充满趣味的
学习后，我们来到来待石体验工作室，用自己设计的图案作
了石雕画，还在博物馆中的法国餐厅享用了美食，渡过了非
常充实的一天。
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明するとても簡単な理由がありました。来待石でできたものは自然の一部であ
るからです。苔に包まれ、来待石が少しずつ土に返っていくことが日本人にとっ
て親しみを感じることであり日本の文化を表すものです。来待石は物的な意味
で完全に砂になり、土に返る、
自然を汚さないエコな石です。
日本人はその現象
を
「わびさび」
と言います。
この石は島根県の一カ所だけで採られますが材料はまだたくさんある上、値
段は高くないです。
しかし日本の伝統的な庭が減ってきていると共に需要も
減ってきています。
来待ストーンミュージアムではほかの疑問の答えを見つけられます。
またすぐ
外に来待石が採れる山があり、昔の採掘行程の話を聞きながら大変な作業が
想像できて感動しました。来待石に囲まれた博物館の建物の外は広くてウェ
ディングやライブがよく行われます。面白い勉強の後、来待石の体験工房で自分
の絵を石に掘り、
ミュージアムの中のフレンチレストランで味しい食事を食べ、
充実した一日でした。
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来待石の魂を彫る

雕刻来待石之魂
Sondey Olaseun
来待石自古以来就与出云国 Shimane
密不可分。它是在1400万年前，日
本列岛与亚洲大陆分离初始，火山
灰和沙土混合后形成的，属于堆积
Here
岩的一种。火山在岸边喷发后，火
山灰融入大海，经过数百万年，大
量的灰和沙的混合物聚集后形成
了现在的在来待石，这是在岛根县
松江市的来待地区特有的石头。
为了学习日本文化与来待石间的关联，我们来到了位于
松江市宍道町来待地区的来待石博物馆。在那里学习到了来
待石的历史和沿用至今的传统。来待石可以做成很多物品，
例如即使在雨天也可以放置蜡烛的出云石灯笼、家庭装饰

Map

石

●Japanese

来待石の魂を彫る
来待石はずっと昔から出雲国と繋がっています。1400万年前、
アジア大陸と
離れ日本列島が形成され始めたころに火山灰と砂が混じってできた堆積岩の一
つです。岸辺で火山が噴火し、灰が海に降りそそぎました。数百万年たって、
その
固まった大量の灰と砂の混合物は来待石となり、島根県松江市の来待地域でし
か見つからない独特な物になりました。
日本の文化と来待石の繋がりを知るために、私たちは松江市の宍道町来待地
区にある来待ストーンミュージアムを訪問しました。
そこで来待石の歴史と今ま
で使われてきた慣習を学びました。
ろうそくを雨から守る出雲石灯ろう、家の飾
り、他の石より柔らかいので膝にやさしい石段、そして神社や寺でよく見られる
狛犬になる石です。
昔はすべての彫りや原料取得作業は手や簡単な道具でしました。来待ストー
ンミュージアム周辺には昔の採石場が残っています。
まだ彫りや石切りの跡が見
えます。片方がカーブの形であるツルハシのような道具、
「マサカリ」から始まり、
様々な彫る道具があります。
込み入ったデザインの出雲石灯ろうや石像がよく見られ、
ただの石から圧倒
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Sondey Olaseun
的なアートにどのように変化するのだろうかとよく考えさせられます。近くにある
来待ストーン体験工房では彫刻体験で似たような経験をさせてもらいました。工
房に着くと、20cm×20cmの来待石の板、
カナヅチ、大ノミと小ノミが既に各布
の上に整えられていました。私たちは自分の場所を確保してから早速作業を始
めました。最初は書いたものがはっきりと見えるように特別な紙を使いながら自
分の考えた絵やデザインを石に書いてみました。
二人のスタッフに彫刻のやり方を教えてもらいました。
ただノミを持ってカナ
ヅチでたたくのではなく、狙いながら正しい角度と手でしっかりと道具をにぎる
ことが大切です。力を入れ過ぎたら、
デザインを壊してしまいます。逆に力をあま
り入れなかったら、
ノミが石の平面の上で滑ってしまいます。
角度を変えたら彫ったところに段差が出てしまいます。
来待石の彫刻には特徴があります。他の石と比べると来待石の方が柔らかく、
彫りやすいです。やはり灰と砂が混ざって生まれた石には柔らかさが残っていま
す。
あまり強くたたかなくても石の平面を打ち破れました。
その石を持ち上げて、
落したら絶対に割れてしまうと思います。
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品、比其他石头柔软不易伤膝盖的石阶、还有在神社及寺庙
里常见的的石狮子等等。
从前，所有的雕刻及采掘工作全部由徒手或用简单道具
完成。在来待石博物馆的周边仍留有从前的采石场。雕刻和
采石的痕迹依旧清晰可见。博物馆里展示了很多雕刻道具，
有一边弯曲形如鹤嘴的鹤嘴镐，还有板斧和其他工具。
仔细的看着造型多样的出云石灯笼和石像，我深深地感
受到仅仅是石头竟能带来如此艺术的视觉盛宴。受到博物馆
的热情邀请，我们在来待体验工作室里体验了简单的石雕。
来到工作室后，
每个人的面前都准备好了一块20cm×20cm
的来待石板、铁锤和大小凿具。我们在选取了自己的座位之
后就立即投入了雕刻。首先，用一种特殊材质的纸将想雕刻
的图案印在石头上。接着，两位职员耐心的教给我们雕刻方
法。想要做出好的作品，不仅是靠单纯的拿着铁锤和凿具敲
打就可以完成的，而是要瞄准并从恰当的角度雕刻，握紧凿
具力量恰当也很重要。如果用力过度，就会破坏设计。反之如
果用力过小，凿具就会在石板上打滑。随着角度的改变，石面
呈现出的凹凸也会不一样。
用来待石做的雕刻很有特点。与其他石头相比，它质地
柔软，容易雕刻。因为是由石灰和沙土混合而生的石头，所以
还保留了一定的柔软性。即使不用很大力量的去敲打也可以
在石面雕出图样，我想即使我轻轻举起这块石头放手后也肯
定会摔碎。
我设计了一个很帅气的图案，跃跃欲试地想要将它活灵
活现的呈现在石头上。我将设计的图案石头上并计划好石面
凹凸的地方。我最初想着应该会很简单，但没想到比预计花
费了更多的时间和气力。线与线的雕刻和图案的雕刻都比想
象中的要难很多。

因为全程是坐在地板上雕刻的，稍微有些不舒服。用铁
锤和凿具敲打时，石片四处飞溅，偶尔还会溅到脸上。我向工
作人员要了一幅护目镜后继续投入了雕刻中。虽然经过一个
半小时之久，我和我的朋友们仍未完全完成雕刻。因为是纯
手工制作，所以需要很多时间，而且身体几乎保持不动，手腕
非常疲劳，出了很多汗，非常辛苦。通过此次体验，看着工作
人员的作品，我更加深刻地体会到这些作品的魅力所在。像
出云石灯笼那种造型多样的作品，如果不是用机械制作，肯
定不会在一周内完成。
来待石石雕是一项十分有趣，很有挑战的体验。我将尚
未完成的作品暂时带回家，等有空闲时我一定会再次回到工
作室完成雕刻。

●Japanese

格好いいデザインを考えて、来待石にそのデザインに命を吹き込みたかった
からこの体験を期待していました。
デザインを石に書き、各段の深さを決めまし
た。最初はこれなら簡単だと思いましたが思うより時間と努力がかかりました。
線と線の隙間や形を彫ってみたら意外に難しかったです。
床に座ったままの恰好で全てを彫ったので、
ちょっと居心地が良くなかったで
す。
カナヅチでノミをたたいた際に石の破片があっちこっちに飛んで、
たまに顔
にも飛びました!ゴーグルを頼んで、作業を続けました。一時間半続けましたが、
一緒に彫った仲間の作品は完成していませんでした。手で持つ道具しか使わな
いのでものすごく時間と努力が要り、
あまり動かなかったのに腕が疲れて、汗で
びっしょりでした。
この経験でスタッフの例の作品を見るとその魅力がさらに分
かるようになりました。出雲石灯ろうのような込み入った作品は、現在は機械で
作られますが、それでも一週間では完成しないと思います!� 来待石の彫刻
体験は面白くて、やりがいのある経験でした。
まだ完成していない作品を持ち
帰って、いつか工房に戻って完成させたいと思います!
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来待石
いずもなんきん

岛根的原创品牌
--来待石/出云南京金鱼
朴慧贞(Park Hye -Jung)

这次，对堪称岛根原创品牌的“来待石”和“出云南京金
鱼”进行了采访。
来待石是只能在岛根县松江市来待周边地区开采到的
1400万年前形成的凝灰质砂岩。
来待石与一般的石头相比，质地柔软、材质优质，所以可
以用来待石头做成各种各样的工艺品。其中最代表性的是被
指定为国家传统工艺品的出云石灯笼。此外，古坟时代的石
棺、中世纪的石塔、石佛、石臼、灶台、墓石等作为生活用品，

也被广泛地使用。
来待石最可爱的地方在于，越是经历风吹雨淋和岁月的
打磨，反而越是变得古朴幽雅，淋漓尽致地表现着茶道中阐
述的古朴幽雅的美。古旧给我印象只是脏乱，从来没觉得如
此美好。但是通过居住在日本的生活经历及切身体验，我真
实地感受到了日本的古朴幽雅的美的内涵。
上午，我来到来待石博物馆，参观了来待石的历史及相
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島根のオリジナルブランド 来待石/ いずもなんきん
今回は島根のオリジナルブランドとも言える
「来待石」
と
「いずもなんきん
（金
魚の種類）
」
について取材しました。
来待石というのは、島根県松江市来待地区周辺でしか産出されない1400万
年前に形成された凝灰質砂岩のことです。
来待石は普通の石に比べて、柔らかく良質の石材なので、来待石を使った
様々な石工芸品があります。一番有名なのは国指定の伝統工芸品である出雲石
燈ろうで、古墳時代の石棺、中世石塔、石仏、石臼、かまど、墓石など生活道具と
しても幅広く使用されてきました。
来待石の素敵なところは、風に吹かれたり、雨に降られたりしながら、時間がた
てばたつほどもっと渋くなる、茶道でいう
「さび」
という美が表れてくるということ
です。
古いということは汚いだけで、
あまり素敵だと思ったことのない私にとって日
本の「さび」
という美の概念は日本で直接暮らしながら、肌で感じた体験を通し
て少しは分かるようになってきた気がします。
午前中は来待ストーンミュージアムで来待石の歴史や展示品などを見回っ
6

金
朴慧貞（Park Hye-Jung）

て、来待石を使った工芸も体験してみました。1時間あまりの工芸時間でしたが、
大事な友達にあげる贈り物にしようと自分のエネルギーを注ぎすぎたせいか、
たしかに普通の石に比べたら柔らかい感じでしたが、やはり石は石で工芸の時
間が終わってからは指と手首の関節などがしばらく痛かったです。
次はもう一つの島根のオリジナルである
「出雲ナンキン」
というマルコ
（肉瘤の
ないランチュウ原始型金魚）系の魚を取材しに行きました。取材に応じてくだ
さった方は「宍道錦魚会（しんじきんぎょかい）」の会長でいらっしゃる清水丈夫
（しみずたけお）
さんでした。清水さんのお宅にお邪魔して、大・中の池がならび
数多くのいずもなんきんが飼われている所でいろいろお話を聞くことができま
した。
出雲なんきんは島根県の天然記念物です。
もっと詳しく申し上げますと、出雲
ナンキンの種類が全部天然記念物ではなく、毎年10月ごろ松江市で開かれる
品評会でレベルが指定されたら、天然記念物になるそうです。認定期限はたった
1年間ですが、中でも特別表彰の規定をもうけ、3年連続同一魚で最優秀魚に輝
いた魚は称号が与えられ、歴史に残る名魚として高く評価されるそうです。
「賞金

来待石
いずもなんきん

金
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关展示品，还体验了用来待石亲手制作工艺品。我花了一个
多小时来制作来待石雕，并打算作为礼物送给要好的朋友。
来待石确实比普通的石头柔软，不过，石头毕竟是石头。也可
能是自己太过于集中精力的缘故吧，完成雕刻后，手指和手
腕关节痛了好一阵。
接下来对岛根的另一个原创品牌，叫做“出云南京”的丸
子系金鱼（没有肉瘤的兰寿金鱼的原始型）进行了采访。接受
采访的是“宍道锦鱼会”的会长清水丈夫先生。我来到清水先
生的家，院内摆放的大型及中型鱼缸中饲养着很多“出云南
京”金鱼，我问了关于“出云南京”的种种故事。
“出云南京”被认定为岛根县文化财产天然纪念物。更准
确地说，并非“出云南京”的所有种类都是天然纪念物。每年
10月左右，在松江市召开的评选会上，只有金鱼的品相符合
评定标准，才会被认定为天然纪念物，认定期间限为一年。其
中还设置了特别表彰，同一条金鱼如果连续３年夺冠，会被
授予荣誉称号，并跻身史上名鱼行列，斩获好评。我问“得奖
后会有奖金吗？”，回答是名誉至上。饲养出云南京，并不需
要经过特别的许可，任何人都可以饲养。还可以参加评选大
会，不过，既拿不到奖金，即使被认定为天然纪念物后，也得
不到饲养的相关支援。
我心想这真是花费不小的兴趣爱好啊。
“出云南京”的外貌特征是头部小而尖、无肉瘤、无背鳍、
四尾、眼距窄。
“出云南京”的品评会是以金鱼的品相优雅程
度决定其等次，
“嘴小、眼距窄、而且头尖、腹部浑圆且左右平

根县特产的来待石的金鱼钵。与一般的金鱼钵相比，来待石
制作的鱼缸的特征是，来待石本身含有沸石的成分，沸石吸
附水中的物质，提供并维持苔藓和水草生长的成分。因此，比
起一般的金鱼钵，给鱼提供了更容易存活的环境。当然，来待
石鱼缸也是价格不菲的。
我看着来待石鱼钵中悠闲游动的
“出云南京”
，
心想这只鱼
是世界上最快乐的吧，
但或许这只是我一厢情愿的误会而已。
请大家也一定要来岛根，用来待石制作自己原创的工艺
品，并送给自己最重要的人，大家意下如何呢？
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衡”
。
换言之，
头部到腹部成直线为上品，
此乃审查的重要依据。
俯视岛根天然纪念物之出云南京优雅游动的姿势，是一
种享受。我有幸看到其优雅的泳姿，竟是透过刚刚介绍的岛

●Japanese

はありますか」
と伺ってみたら、名誉を得るだけだという答え。いずもなんきんを
飼うのは特に許可は必要なく個人的に自由に飼えるそうで、大会にも出せるけ
ど、賞金があるわけでもないし、天然記念物に指定された後も飼育するのにサ
ポートしてもらうわけでもないので、
（ただの趣味としては）けっこうなお金がか
かる趣味だなと思いました。
いずもなんきんの外見上の特徴は頭部が小さく肉瘤が出ない、背ビレがな
く、四つ尾、
目先が細長く目幅が狭いなどが挙げられます。
いずもなんきんの品評会では容姿にすぐれた上品さがもっとも重要視され、
「口
先が小さく目幅が狭く、
しかも目先が長く腹部は丸く左右均等に張っている物」
すなわち、口の先端から腹部までの線が、上品さを持つかどうかが審査されま
す。
島根の天然記念物であるいずもなんきんは、優雅に泳いでいる姿を見て楽し
む金魚、
その姿を見かけたのは、
なんと先ほどご紹介した島根県特産品の来待
石の金魚鉢でした。一般の金魚鉢に比べて来待石で作られている金魚鉢の特
徴は、来待石に含まれているゼオライト
（zeolite）
という成分が水中の物質を吸

着しコケや水草を育てる成分を維持させるというところです。
したがって、一般の
金魚鉢より魚が暮らしやすい環境になると言われています。
もちろんその値段
はけっこうな値段になりますが。
来待石の金魚鉢でのんびり泳いでいる出雲ナンキンを見ていたら、
この魚の
人生は世界一楽だなと思うのは私一人だけの勘違いでしょうかね。
みなさんもぜひ島根にいらっしゃって、来待石で自分オリジナルの工芸品を
作って大事な人にプレゼントしてみたら、いかがでしょうか。
7

来待石と
民家の関わり

家

来待石于民居之应用
杜春红

来待石，是由火山灰和沙子混合后凝固形成的砂岩石，
且只能在岛根县松江市宍道湖的来待地区开采到。其历史悠
久、石材特殊，从古代开始，就在人们生活中得以应用。江户
时代，城主认识到其特殊的价值，来待石开始被作为建材广
泛地应用，与老百姓的住宅的联系也变得紧密起来。特别是
从明治时代起，直到现代社会，来待石在建造庭园、室内装饰
等方面成为不可或缺的工艺品，不断获得人们的好评，在全
国范围内受到广泛喜爱。
为了理解来待石在民居中如何得以应用，我特地拜访了
出云市的某民居。住宅的大门两侧，各放置了一块2米多高的
四方形的巨大来待石。我忍不住好奇，问了其中缘由。原来此
处种植了松树作为装饰。但由于时间久远，松树烂掉了。因
此，夫妇以七十七岁生日为契机，选择了结实耐用的来待石
来替代。
进门后，美丽的日本庭园映入眼帘。作为国家认定的传
统工艺品的出云石灯笼特别显眼。石灯笼的起源据说可以追
溯到奈良时代。十多个石灯笼恰如其分地点缀在庭园中。形
状多种多样，高高的五重塔形，传统形式的赏雪型、春日型，
也不乏六大主要组成部分各自变化的新样式。石灯笼犹如这
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个家中不可或缺的美术品一样，与庭园的花草树木融为一
体，历久弥新地保持着日本庭园的美丽。另外，由于来待石的
吸水性很强，所以很容易滋生青苔。这种与自然和谐的特质，
使其散发出别样的优雅。随着时间的流逝，庭园里的来待石
灯笼会滋生苔藓，加上石头本身质地柔软，因此形状会自然
而然地变得圆润、小巧，最后与自然融为一体。像这样打造出
了
“娴寂恬静·古朴幽雅”
的氛围，
也正是其备受宠爱的原因。
庭园里除了石灯笼，还装饰了比实物略小的洗手盆、灶
台形状的来待石工艺品。有些民居的庭院的角落还建有来待
石质地的祖先的坟墓。来待石就是这样，被应用到现代生活
的各个方面，并在日常生活中发挥了巨大的作用。
来待石的又一大优点是环保。把来待石的碎片和加工时
产生的粉末等收集起来，制作成釉药。在瓦片表面涂上釉药，
并以1300℃以上的温度烧制，制成呈现独特的红色的石州
瓦。该瓦具有抵御寒冷、霜冻的功能，兼具防火的特性，在岛
根县的石见地区得以广泛应用。大量使用这种瓦的石见银山
及其历史性景观被评定为世界遗产。想必美丽的红瓦屋顶对
这一景观也做出了很大的贡献吧。
现在，从事来待石相关工作的人员正在致力于来待石文
化的保护与振兴工作，并努力试图将其传播到国外。在传统
的设计之外，
他们正在全力打造加入新的创意元素的艺术品。
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来待石と民家の関わり

杜 春紅

島根県松江市宍道湖の来待地区だけで採れる来待石は、
火山灰と砂が混ざり、
固
まって出来た砂岩で、古い時代から人々の生活の中で使われてきた、歴史のある特
別な石です。江戸時代には、城主にその価値を認められ、建材としても使用され、民
家との関わりが深くなりました。
特に明治時代から現在にかけては造園、
室内装飾等
に欠くことのできない石の
「工芸品」
として好評を得、
広く全国で親しまれています。
来待石と民家のこの特別な関わりを理解するために、
出雲市にある一つの民家
を訪ねました。
民家の入口の両側に、
なんと高さ2メートル以上の四角い巨大な来
待石が一本ずつ置いてありました。
とても不思議に思えたので、
その理由を聞きま
した。元々そこには松の木が植えられ、飾られていましたが、時間が経つにつれ
て、
枯れてしまいました。
そのため、
夫婦の喜寿をきっかけに、
枯れることなく長持
ちする来待石を飾ることになったということです。
民家に入ると、
美しい日本庭園が目に入りました。
国指定の伝統的工芸品であ
る出雲石灯ろうが特に目立ちます。
石灯ろうの起源は、
奈良時代までさかのぼると
いわれています。
十基程の石灯ろうがバランスよく飾られています。
高い五重塔形
や、
伝統的な形の雪見型、
春日型から主要となる台の六つの部分を変化させたも
のまで、
形はいろいろあります。
この家に欠かせない美術品の存在であり、
庭園の
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花草、
樹木と一体になり、
日本庭園の美しさを長い間保ってくれます。
また、
来待石
は吸水率が高いため、
苔が早くつきやすく、
自然と調和する性質を持っていて、
気
品の高い優雅さを演出します。
庭園の来待石灯ろうは時間の経過とともに苔むし、
石が柔らかいので、
形が自然と丸くなり、
小さくなりしまいに、
自然に返っていきま
す。
このように
「わび・さび」
を感じさせるのも人気を博している理由です。
石灯ろうのほかに、実物より小さい手洗い鉢、かまどの形の来待石工芸品が置か
れ、来待石で作った先祖のお墓も庭園の一隅にある家もあります。
このように、来待石
は、実に今までの生活のあらゆる場所で使われ、
日常生活に大きく役立ってきました。
来待石はエコの石でもあります。来待石の切れ端や削った時に出る粉などを集
めて、
釉薬を作ります。
この来待釉薬を施して1300℃以上で焼いて出来る独特の赤
色を呈する石州瓦は、寒さや凍て、火災に強いです。島根県の石見地方で幅広く使
用されています。
この瓦が多くみられる銀山とその歴史的景観は世界遺産にも登録
されています。
美しい赤瓦屋根もこの景観に大きく貢献したに違いないでしょう。
現在、
来待石の関係者は来待石の文化を保護、
振興することに力を入れて、
外
国にも伝えようと工夫しています。
伝統的な意匠に、
新しい感覚を取り入れるなど
芸術品造りに取り組まれてもいます。

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