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三瓶山の楽しみ方いろいろ
ハキモヴァ・リリヤ

　今年の夏は何回も三瓶山を訪れました。今までどんなところなのかあまり考えた
ことがなく、調べてみたらこんなにも様々な体験が出来ると知ってびっくりしました。
　初めての三瓶山はキャンプで始まりました。北の原キャンプ場に着いたら、ラ
ンチの時間になり、三瓶山に来る前から知っていた、その美味しさで有名な三瓶
バーガーの本店がすぐ近くにあったので、三瓶バーガーを食べようと思いまし
た。本店限定のわさびバーガーにしてみました。思ったほど辛くなくて、優しいわ
さびの風味でした。店内が広くて、売店もあります。雑貨から食べ物やペットのお
やつまで商品が揃っています。自分で焼いて作れるキャンプ用バーガーセットと
ハンバーグもあったので、気になって買ってみました。翌日の朝食に簡単なキャ
ンプ料理を作ったことで、キャンプ気分が増しました。
　チェックインの手続きを済ませ、テントを張ってから、周りに有名な温泉があ
ることを思い出して、その良さを確かめに行きました。「さんべ荘」という宿にある
温泉は私の行きたい第一候補だったので、さっそくそこに向かいました。露天風
呂が特に魅力的です。風呂の形が様々で温冷交代浴も出来ます。熱い湯と冷た
い水の入浴を繰り返すと、全身の血流改善と体温上昇が期待出来るそうです。

男湯と女湯はテーマが違って日替りで入浴することを知り、翌朝も行きました。
石見銀山の間歩と七福神のテーマがあって、どちらも面白かったです。露天風
呂が男女合わせて16種類もあって、色んな形のお風呂やお湯の温度を楽しめ
ます。
　温泉で一日の疲れを流し、近くのジンギスカン料理の店で夕飯を食べ、その
日の夜はぐっすり眠れました。テントの中で寝ることだけで冒険している気分を
味わえると思います。自分と周りの自然の間に薄いテントの壁一枚しかなく、優
しい夏風で揺れる木の葉の擦れ合う音、鳥や虫などの鳴き声がテントの中に
入ってきます。その音に身を委ね、気持ちよく寝落ちしました。
　山登りが苦手だけれど、綺麗な景色を楽しみたい自分にとっては、観光リフト
のある展望台はありがたいです。大平山の山頂近くまでゆっくり送ってくれるリ
フトに乗りながら、大自然を眺めると、とても癒されます。天気のいい日には、展
望台から見られる景色は素晴らしいです。
　夏シーズンがそろそろ終わりますが、今度は秋の紅葉を楽しめる頃にまた三
瓶山に行けたらなと思います。

A magazine about

Shimane Prefecture, Japan https://www.pref.shimane.lg.jp/bunkakokusai/

　　　　　This summer I had the pleasure to visit Mt. Sanbe several times. 
I didn’t really have an opportunity to check out this place before, but after 
doing some research, I was surprised at the variety of amusements one can 
experience here.
　　　　　On my first trip to Mt. Sanbe I went camping. When we arrived 
at Kita-no-hara camping site it was already lunch time, so we decided to 
have lunch at Sanbe Burger’s main restaurant. Sanbe Burger is a restaurant 
chain in Shimane Prefecture, famous for the taste of its hamburgers. I tried 
a wasabi burger which was limited to this store. It had a gentle wasabi 
flavor, not as spicy as I thought it would be.
　　　　　The restaurant is spacious; it has a nice shopping corner with a 
wide range of products, from miscellaneous goods to food and pet snacks. 
There was a make-your-own hamburger set for camping, and a beef patty 
for sale that caught my attention. Buying these, I enjoyed simple camp 
cooking for breakfast the next morning, and it really felt like an authentic 
camping experience.
　　　　　After completing the camping check-in procedure and setting 
up my tent, I remembered that there were famous hot springs (onsen) in 
the area, and so I decided to check it out. The hot spring at the inn 
“Sanbe-sou” was my first choice, so I headed there. The open-air bath is the 
best part of it. The baths vary in shape and water temperature, so you can 
move from hot to cold baths̶according to 
the onsen information guide, doing so 
improves blood flow and increases your 
body temperature. After I heard that the 
men's and women's baths have different 
themes that switch daily, I decided to go 
there the next morning, too. I enjoyed both 
of the onsen themes̶one was based on 
Iwami Ginzan Silver Mine, and the other 
was about the Japanese seven gods of 
fortune. There are 16 types of open-air 
baths in total for men and women, so you 

can enjoy baths  of  var ious  shapes  and 
temperatures.
　　　　　After washing the day's fatigue away 
at the hot spring, and having dinner at a nearby 
restaurant serving grilled mutton (called 
“Jingisukan”), I had a really good night's sleep. 
Just the fact that I slept in a tent made the 
experience feel like an adventure for me; there is 
only a thin fabric wall between you and nature. 
Sounds of leaves swaying in the gentle summer 
breeze and the nighttime chirps of birds and 
insects enter the tent. I let myself calm down with 
these sounds, falling into a sound sleep.
　　　　　For people like myself who are not 
very good at mountain climbing, but still want to 
enjoy the beautiful scenery at the top, there is an 
observation deck with a sightseeing lift. It's so 
soothing to admire the surrounding nature while 
riding a lift that slowly takes you to the summit of 
Mt. Taihei. On sunny days, the view from the 
observation deck is magnificent.
　　　　　Summer is almost over, but I'm 
looking forward to visiting Mt. Sanbe again̶next 
time to enjoy the autumn leaves.

Liliya Khakimova 
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三瓶が埋めた古代の宝 フェリペ・ナシメント
　4000年前からある古代の森を保存している三瓶小豆原埋没林公園が今年6
月に日本遺産に認定され、7月に「さんべ縄文の森ミュージアム」という愛称が決
定したそうです。施設へ取材に行った際、埋没林自体が展示された坑のある灰
色の建物のドアを開けて入ったら、まるで過去にタイムスリップしたようだったと
言えると、今この記事を書きながら振り返って思います。階段を降りながら見ら
れる地層の標本が数メートルおきに壁沿いに展示されていて、それらが実際の
地層の位置に合わせられたものなので、まるで地中の壁にそのまま穴を開けて
実際の地層を見ているような感じがします。そのため、縄文時代から森を埋めて
きた地層を想像するのではなく、実際の地層のようにはっきりと見ることができ
ます。そして、階段を降り続けて埋没林全体が見えてくると迫力が凄まじいです。
スタッフの方の解説によると、世界に埋没林はいくつか存在しますが、その殆ど
は木々の根元部分しか残っておらず、12メートルものスギの幹がそびえる三瓶
小豆原埋没林のような形で残っているのは、おそらく世界唯一だそうです。ちな
みにそのスギの高さはもともと４0メートル以上あったそうで、昔巨大神殿で
あったと言われる出雲大社は、同じような木を材料にして建てられたのではな

いかという面白い情報も聞きました。
　埋没林というのは火山の噴火で埋もれた木々のことですが、熱い火砕流に
よって炭化されるはずだった三瓶小豆原埋没林は、噴火によってできた小豆原
の谷の天然ダムに向かって水で運ばれた火山灰が溜まり、木の温度を一気に下
げたことで木々が奇跡的に炭化されずに済んだとみられています。施設周辺の
土地にも他の古代の木々が埋まっている可能性があるらしいです。噴火で埋も
れた古代の木々はもう生きておらず、ミイラとも言える状態になっているので腐
らないように保存する必要があるそうです。根元しか残っていない日本の他の
場所にある埋没林は、特殊なプールなどを作り酸素のない環境で保存されてい
るそうですが、大きな幹が残っている三瓶小豆原埋没林ではその方法を活用す
るのが困難だそうです。したがって、三瓶小豆原埋没林では他に例のない保存
方法が試行錯誤で慎重に探られています。最近はトレハロースという糖分で
木々を酸素の影響から守っているそうです。
　三瓶山によって埋められ、施設のスタッフが熱心に守ってくれているこの古代
のお宝との出会いは一生忘れられません。

2 3

林
Felipe Nascimento

The Ancient Treasure that Mt. Sanbe Buried

　　　　　Sanbe-Azukihara Buried Forest, where an ancient forest from 
4000 years ago is preserved, was designated as a Japan Heritage site in 
June this year. Additionally, I heard that in July, the informal name “Sanbe 
Jomon Forest Museum” was also decided. As I write this article, I remember 
that upon visiting the museum̶opening the doors to a grey building, 
housing a deep shaft in which the buried forest is displayed̶it felt as if I 
had traveled back in time. Descending down the stairs, I saw layers of soil 
displayed along the wall every few meters, aligned to their actual position in 
the surrounding earth; it felt like someone had removed sections of the wall, 
and I was peering directly into underground geologic strata. Visitors do not 
have to imagine the earth that has covered this forest since the Jōmon 
period̶they can see the distinct layers themselves.
　　　　　Continuing down the stairs, I was astounded to see the entirety 
of the buried forest come into view. According to our guide, a number of 
buried forests exist worldwide, yet nearly all of them contain nothing but 
tree roots. To have a site as well preserved as Sanbe-Azukihara Buried 
Forest̶with a Japanese cedar soaring 12 meters into the air̶is likely a 
world first. In fact, our guide exclaimed that this cedar used to be more than 
40 meters tall, and that such trees may have been used to build Izumo 
Taisha Grand Shrine, which is said to have once been a colossal shrine 
complex.
　　　　　A maibotsurin (buried forest) occurs when trees are buried in a 
volcanic eruption. However, Sanbe-Azukihara Buried Forest should have 
been carbonized by hot pyroclastic flow. Instead, water from a natural dam 

in the Azukihara valley 
( f o r m e d  d u r i n g  t h e  
eruption) mixed with the 
volcanic ash; this moving 
mix  o f  ash  and water  
submerged the  t rees ,  
causing them to rapidly 
cool down. In this way, the 
trees miraculously did not 
turn to ash.
　　　　　Apparently,  
there is a chance that other 
ancient trees are buried 
around the facility. Because 
these ancient trees are no 
longer living, it is necessary 
u p o n  u n e a r t h i n g  t o  
preserve these so-called 
“tree mummies” so that 
they do not rot away. At 
buried forests in other 
parts of Japan, where only 
t r e e  r o o t s  r e m a i n ,  
specimens are preserved in 
a special ly-made pool  
which removes all oxygen 
from the environment. 
However, our guide explained that it is difficult to apply this method for 
preserving the large tree trunks found here. Therefore, through trial and 
error, the facility is carefully researching novel preservation methods. 
Recently, staff are using a type of sugar called trehalose to protect the trees 
from the effects of oxygen.
　　　　　I will never forget my encounter with these ancient treasures̶
buried by Mt. Sanbe, and passionately protected by the staff at 
Sanbe-Azukihara Buried Forest.
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　　　　　Driving a stake into the ground “Kuni ko, Kuni ko” the god yelled 
as he pulled land in from across the sea. To make the nation of Izumo bigger 
the god decided to add land he saw at sea. According to the mythology, the 
stake the god had driven into the ground to pull the land in became the 
origin story for Mt. Sahime. 
　　　　　Being in the full swing of summer and a time to take advantage 
of the nice weather we decided to explore the outdoors and learn about the 
nature in Shimane. So, it was only natural that we visited the tallest standing 
mountain in Shimane, Mt. Sanbe.
　　　　　You are probably wondering what connection Mt. Sanbe has 
with Mt. Sahime from the mythology above? Well, Sahime was the old name 
for the mountain and in 726 the imperial court ordered the change of the 
name to Sanbe. Sahime mountain, as it was referred to back in the day, was 
considered as an important place in ancient Izumo and to the then powerful 
Mononobe clan which is why you can find shrines that borrow their name 
from Mt. Sahime.
　　　　　In 1991, a nature museum was built on the northern side of Mt. 
Sanbe to teach its visitors about the history and nature specific to Mt. Sanbe. 
So, it was only natural that the museum borrow its name from the 

The Museum I Wanted to Visit as a Kid

mountain’s old name, Sahime.
　　　　　Sahimel Nature Museum consists of a main building and a new 
annex that houses many exhibitions that teach its visitors about the 
surrounding nature, the animals and bugs that live in it (including the extinct 
species) in a series of exhibitions consisting of both permanent and special 
exhibitions. And what’s cool is throughout the museum there are big glass 
windows that allow visitors to look out and view the surrounding nature. 
What I really enjoy about the museum is the tools it uses that make the 
learning experience very interactive for visitors.
　　　　　When I think of visiting museums the days of school field trips 

from when I was a kid always 
come to mind. We would go 
to museums for field trips 
and only look at whatever 
was on display through huge 
glass walls that had small 
white sign cards that had a 
description of whatever was 
on display and were always 
warned by the teacher that 
we are not to touch anything 
even if it isn’t behind a glass. 
Always told “to see with our 
eyes, not with our hands”.  
But that’s not true here. The 
museum has  exh ib i t ions  
where visitors can feel real 
a n i m a l  p e l t ,  t a k e  a  
magnifying glass and look for 
bugs in  a  scene ,  fee l  the 
warmth of a bird, play with 
magnets, watch videos on a big screen, look at stars in the planetarium 
and even participate in live quizzes. And all those things make the 
learning experience fun. 
　　　　　Recently, the museum had undergone a renovation to make the 
learning experience even more fun and exciting. With the theme of their 
renovation being to enjoy nature using your 5 senses there are three main 
parts worth noting: the new app, the time-space theater and interactive quiz 
corner. Throughout the museum they now have AR markers that can be 
used in conjunction with their new museum AR (augmented reality) app. 
This new app allows users to scan the AR markers to get information on the 
exhibitions in multiple languages and explanations by the museum curators 
as well as cool visual effects that recreate scenes or animals using your 
camera app. We tested the app in the Sanbe-Azukihara Buried Forest 
exhibition of the museum and although only the trunk was left, looking 
through the app the tree became much taller and the surrounding museum 
walls turned into a forest of what it would have looked like were we there 
back in the day. 
　　　　　The museum is centered around Mt. Sanbe which is classified as 
a dormant volcano. So, one important exhibition is explaining the volcanic 
eruptions that happened 
100,000 to 4,000 years ago, 
and what better way than 
through a movie. We took 
our seats in their recently 

redone new space-time theater. The lights dimmed and the projector clicked 
on and̶wow. Projected not just on to the 300-inch curved screen, it also 
used the ground before us giving us a more in-depth experience. I felt like I 
was sent back in time to watch the eruptions of Mt. Sanbe and the wildlife 
that lived there.
　　　　　After our eyes adjusted from the theater, there sat a giant green 
screen, projector and white screen in the corner of the museum. We walked up 
to one of the three shapes on the ground and instantly the lights turned on with 
a countdown timer displayed on the white screen before us. The quiz game 
show was about to start. Using a green screen and a camera faced towards us 
we were projected onto the white screen in front of us with the background 
behind us changing as questions became displayed above us.  Questions were 
displayed on the screen in Japanese and English and we had to choose the 
correct answer by standing in the shape that corresponds to the answers on the 
screen. We played the quiz, not only once but twice which had us running 
around in a frenzy as we jumped between answers to see who was the winner. 
　　　　　This museum is filled with many other exhibits that showcase 
the nature of Mt. Sanbe and Shimane. Also, as a part of the Daisen Oki 
National Park you can also learn about the other areas part of the Daisen Oki 
National Park. You could probably easily spend half a day in here learning 
about nature and playing with the exhibitions.  And with their new 
interactive tools visitors can become more engaged in what they are 
learning. It is the museum I’d have loved to have visited as a kid, and the 
museum that was fun to visit as an adult.  

博

子供の時の私が行きたかった博物館
　地面に杭を打ち込み、海の向こうから国を引き寄せたとき、神は大声で”国来、
国来(クニコ、クニコ)“と叫んだ。出雲の国を大きくするために、海の向こうを見渡
して、見つけた土地を出雲の国に引き寄せると決めた。神話によると、引き寄せ
た国を固定するために打ち込んだ杭が佐比売山となったとされている。
　夏の真っ盛り、天気の良い日を利用して、島根の自然について学びアウトド
アを楽しむことをテーマにした。島根県でトップクラスの高さを誇る三瓶山に
行ったのは当然だ。
　神話に出てくる佐比売山と、実際に行ってきた三瓶山はどのような関係があ
るのか聞いたことがあるだろうか？佐比売山とは、三瓶山の古名。726年に朝
廷の命令で、三瓶山に改名させられたとされる。しかし、三瓶山は古代出雲や
当時の権威ある物部氏に関係が深い山とされ、古名である「さひめやま」と称
する神社が今でも残っている。
　1991年、山の北側に三瓶山の自然について学ぶことができる自然館が建て
られた。その自然館の愛称が三瓶山の古名、佐比売山からとったサヒメルにな
るのは自然なことだ。

　三瓶自然館サヒメルは、本館と新館で構成され、常設展示と特別展示を含
め、周囲の自然、そこに生息する動物や虫（絶滅種を含む）について、展示して
ある。サヒメルには大きなガラス窓があり、訪問者が周囲の自然を眺めたり鳥
や昆虫を見つけたりできることが素晴らしい。
　博物館に行くことを考えるとき、子供の頃の見学旅行のことがいつも思い浮
かぶ。展示されているものとガラス壁で仕切られ、小さい看板に説明が書いて
あり、ガラス壁がない展示でもそれが何であっても触れないように先生から常
に警告されたという記憶を思い出す。常に「手ではなく目で見る」と言われた。
しかし、ここではそうじゃない。訪問者が本物の動物の毛皮に触れ、拡大鏡を
使って虫を探す、鳥の温かさを感じる、磁石で遊ぶ、大画面でビデオを見る、プ
ラネタリウムで星空を見る、そしてライブクイズに参加する。これら全部によっ
て学習体験がさらに楽しくなる。
　最近、サヒメルは学習体験をさらに楽しくエキサイティングにするために改
装された。五感で自然を楽しむというリフォームをテーマにして、注目すべき
3つのポイントがある。新しいアプリ、時空シアターとインタラクティブクイズ

コーナー。ミュージアム全体で、新しいAR（拡張現実）アプリと組み合わせて
使用できるARマーカーが展示物にある。この新しいアプリを開き、ARマー
カーをスキャンして、展示物に関する多言語情報や学芸員による説明、カメ
ラアプリを使用してシーンや動物を再現する視覚効果を取得できる。サヒメ
ルの三瓶小豆原埋没林展示室でアプリをテストした。木は幹しかないけど、
まるで森の中に立っているかのように、画面上ではその木の当時の様子を
見せてくれた。
　サヒメルは活火山の三瓶山を中心に紹介している。したがって、重要な展示
の1つは、10万年から4,000年前に起こった火山の噴火の様子。映像よりも優
れた説明方法はない。私たちは最近リニューアルした時空シアターに着席し
た。ライトが暗くなって、プロジェクターをクリックすると、映像が始まった。300
インチの湾曲したスクリーンだけでなく、映像も地面に映し出されて、360度
で体験できた。時の流れが戻ったような感じがして、噴火の瞬間に自分がそこ
にいる感覚になり、大迫力の映像だった。
　シアターから出ると、暗い隅に巨大な緑色のスクリーン、プロジェクター、白

いスクリーンがあった。地面にある3つの図形に近づくと、画面にカウントダウ
ンタイマーが表示されてライトが点灯し、クイズゲームショーが始まった。緑色
の画面と私たちの方を向いたカメラを使用して、私たちは目の前の画面に映さ
れ、背景が変わり、上部に質問が表示された。質問は日本語と英語で表示さ
れ、３択の答えに対応する場所に立って正しい答えを知ることができる。答え
合わせの間、私たちはとてもエキサイティングし、走り回って、誰の答えが正解
かを競った。それが楽しすぎて、私たちはクイズを1回ではなく2回チャレンジ
した。
　サヒメルでは、他にも多くの展示で三瓶山の自然を紹介している。大山隠岐
国立公園であり、公園内の他の場所のことも学ぶことができる。ここでは、自然
について学び、展示室で遊ぶことができ、半日はあっという間に過ごせると思
う。また、新しいインタラクティブツールを使用することで、訪問者は学ぶことに
更に積極的に取り組むことができる。三瓶自然館サヒメルは、大人になった自
分がとても楽しむことができたので、こどもの頃に訪れていたらきっと大好き
な博物館になっていたと思う。

ゴトウ・ドノヴァン
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　　　　　Driving a stake into the ground “Kuni ko, Kuni ko” the god yelled 
as he pulled land in from across the sea. To make the nation of Izumo bigger 
the god decided to add land he saw at sea. According to the mythology, the 
stake the god had driven into the ground to pull the land in became the 
origin story for Mt. Sahime. 
　　　　　Being in the full swing of summer and a time to take advantage 
of the nice weather we decided to explore the outdoors and learn about the 
nature in Shimane. So, it was only natural that we visited the tallest standing 
mountain in Shimane, Mt. Sanbe.
　　　　　You are probably wondering what connection Mt. Sanbe has 
with Mt. Sahime from the mythology above? Well, Sahime was the old name 
for the mountain and in 726 the imperial court ordered the change of the 
name to Sanbe. Sahime mountain, as it was referred to back in the day, was 
considered as an important place in ancient Izumo and to the then powerful 
Mononobe clan which is why you can find shrines that borrow their name 
from Mt. Sahime.
　　　　　In 1991, a nature museum was built on the northern side of Mt. 
Sanbe to teach its visitors about the history and nature specific to Mt. Sanbe. 
So, it was only natural that the museum borrow its name from the 

The Museum I Wanted to Visit as a Kid

mountain’s old name, Sahime.
　　　　　Sahimel Nature Museum consists of a main building and a new 
annex that houses many exhibitions that teach its visitors about the 
surrounding nature, the animals and bugs that live in it (including the extinct 
species) in a series of exhibitions consisting of both permanent and special 
exhibitions. And what’s cool is throughout the museum there are big glass 
windows that allow visitors to look out and view the surrounding nature. 
What I really enjoy about the museum is the tools it uses that make the 
learning experience very interactive for visitors.
　　　　　When I think of visiting museums the days of school field trips 

from when I was a kid always 
come to mind. We would go 
to museums for field trips 
and only look at whatever 
was on display through huge 
glass walls that had small 
white sign cards that had a 
description of whatever was 
on display and were always 
warned by the teacher that 
we are not to touch anything 
even if it isn’t behind a glass. 
Always told “to see with our 
eyes, not with our hands”.  
But that’s not true here. The 
museum has  exh ib i t ions  
where visitors can feel real 
a n i m a l  p e l t ,  t a k e  a  
magnifying glass and look for 
bugs in  a  scene ,  fee l  the 
warmth of a bird, play with 
magnets, watch videos on a big screen, look at stars in the planetarium 
and even participate in live quizzes. And all those things make the 
learning experience fun. 
　　　　　Recently, the museum had undergone a renovation to make the 
learning experience even more fun and exciting. With the theme of their 
renovation being to enjoy nature using your 5 senses there are three main 
parts worth noting: the new app, the time-space theater and interactive quiz 
corner. Throughout the museum they now have AR markers that can be 
used in conjunction with their new museum AR (augmented reality) app. 
This new app allows users to scan the AR markers to get information on the 
exhibitions in multiple languages and explanations by the museum curators 
as well as cool visual effects that recreate scenes or animals using your 
camera app. We tested the app in the Sanbe-Azukihara Buried Forest 
exhibition of the museum and although only the trunk was left, looking 
through the app the tree became much taller and the surrounding museum 
walls turned into a forest of what it would have looked like were we there 
back in the day. 
　　　　　The museum is centered around Mt. Sanbe which is classified as 
a dormant volcano. So, one important exhibition is explaining the volcanic 
eruptions that happened 
100,000 to 4,000 years ago, 
and what better way than 
through a movie. We took 
our seats in their recently 

redone new space-time theater. The lights dimmed and the projector clicked 
on and̶wow. Projected not just on to the 300-inch curved screen, it also 
used the ground before us giving us a more in-depth experience. I felt like I 
was sent back in time to watch the eruptions of Mt. Sanbe and the wildlife 
that lived there.
　　　　　After our eyes adjusted from the theater, there sat a giant green 
screen, projector and white screen in the corner of the museum. We walked up 
to one of the three shapes on the ground and instantly the lights turned on with 
a countdown timer displayed on the white screen before us. The quiz game 
show was about to start. Using a green screen and a camera faced towards us 
we were projected onto the white screen in front of us with the background 
behind us changing as questions became displayed above us.  Questions were 
displayed on the screen in Japanese and English and we had to choose the 
correct answer by standing in the shape that corresponds to the answers on the 
screen. We played the quiz, not only once but twice which had us running 
around in a frenzy as we jumped between answers to see who was the winner. 
　　　　　This museum is filled with many other exhibits that showcase 
the nature of Mt. Sanbe and Shimane. Also, as a part of the Daisen Oki 
National Park you can also learn about the other areas part of the Daisen Oki 
National Park. You could probably easily spend half a day in here learning 
about nature and playing with the exhibitions.  And with their new 
interactive tools visitors can become more engaged in what they are 
learning. It is the museum I’d have loved to have visited as a kid, and the 
museum that was fun to visit as an adult.  

博

子供の時の私が行きたかった博物館
　地面に杭を打ち込み、海の向こうから国を引き寄せたとき、神は大声で”国来、
国来(クニコ、クニコ)“と叫んだ。出雲の国を大きくするために、海の向こうを見渡
して、見つけた土地を出雲の国に引き寄せると決めた。神話によると、引き寄せ
た国を固定するために打ち込んだ杭が佐比売山となったとされている。
　夏の真っ盛り、天気の良い日を利用して、島根の自然について学びアウトド
アを楽しむことをテーマにした。島根県でトップクラスの高さを誇る三瓶山に
行ったのは当然だ。
　神話に出てくる佐比売山と、実際に行ってきた三瓶山はどのような関係があ
るのか聞いたことがあるだろうか？佐比売山とは、三瓶山の古名。726年に朝
廷の命令で、三瓶山に改名させられたとされる。しかし、三瓶山は古代出雲や
当時の権威ある物部氏に関係が深い山とされ、古名である「さひめやま」と称
する神社が今でも残っている。
　1991年、山の北側に三瓶山の自然について学ぶことができる自然館が建て
られた。その自然館の愛称が三瓶山の古名、佐比売山からとったサヒメルにな
るのは自然なことだ。

　三瓶自然館サヒメルは、本館と新館で構成され、常設展示と特別展示を含
め、周囲の自然、そこに生息する動物や虫（絶滅種を含む）について、展示して
ある。サヒメルには大きなガラス窓があり、訪問者が周囲の自然を眺めたり鳥
や昆虫を見つけたりできることが素晴らしい。
　博物館に行くことを考えるとき、子供の頃の見学旅行のことがいつも思い浮
かぶ。展示されているものとガラス壁で仕切られ、小さい看板に説明が書いて
あり、ガラス壁がない展示でもそれが何であっても触れないように先生から常
に警告されたという記憶を思い出す。常に「手ではなく目で見る」と言われた。
しかし、ここではそうじゃない。訪問者が本物の動物の毛皮に触れ、拡大鏡を
使って虫を探す、鳥の温かさを感じる、磁石で遊ぶ、大画面でビデオを見る、プ
ラネタリウムで星空を見る、そしてライブクイズに参加する。これら全部によっ
て学習体験がさらに楽しくなる。
　最近、サヒメルは学習体験をさらに楽しくエキサイティングにするために改
装された。五感で自然を楽しむというリフォームをテーマにして、注目すべき
3つのポイントがある。新しいアプリ、時空シアターとインタラクティブクイズ

コーナー。ミュージアム全体で、新しいAR（拡張現実）アプリと組み合わせて
使用できるARマーカーが展示物にある。この新しいアプリを開き、ARマー
カーをスキャンして、展示物に関する多言語情報や学芸員による説明、カメ
ラアプリを使用してシーンや動物を再現する視覚効果を取得できる。サヒメ
ルの三瓶小豆原埋没林展示室でアプリをテストした。木は幹しかないけど、
まるで森の中に立っているかのように、画面上ではその木の当時の様子を
見せてくれた。
　サヒメルは活火山の三瓶山を中心に紹介している。したがって、重要な展示
の1つは、10万年から4,000年前に起こった火山の噴火の様子。映像よりも優
れた説明方法はない。私たちは最近リニューアルした時空シアターに着席し
た。ライトが暗くなって、プロジェクターをクリックすると、映像が始まった。300
インチの湾曲したスクリーンだけでなく、映像も地面に映し出されて、360度
で体験できた。時の流れが戻ったような感じがして、噴火の瞬間に自分がそこ
にいる感覚になり、大迫力の映像だった。
　シアターから出ると、暗い隅に巨大な緑色のスクリーン、プロジェクター、白

いスクリーンがあった。地面にある3つの図形に近づくと、画面にカウントダウ
ンタイマーが表示されてライトが点灯し、クイズゲームショーが始まった。緑色
の画面と私たちの方を向いたカメラを使用して、私たちは目の前の画面に映さ
れ、背景が変わり、上部に質問が表示された。質問は日本語と英語で表示さ
れ、３択の答えに対応する場所に立って正しい答えを知ることができる。答え
合わせの間、私たちはとてもエキサイティングし、走り回って、誰の答えが正解
かを競った。それが楽しすぎて、私たちはクイズを1回ではなく2回チャレンジ
した。
　サヒメルでは、他にも多くの展示で三瓶山の自然を紹介している。大山隠岐
国立公園であり、公園内の他の場所のことも学ぶことができる。ここでは、自然
について学び、展示室で遊ぶことができ、半日はあっという間に過ごせると思
う。また、新しいインタラクティブツールを使用することで、訪問者は学ぶことに
更に積極的に取り組むことができる。三瓶自然館サヒメルは、大人になった自
分がとても楽しむことができたので、こどもの頃に訪れていたらきっと大好き
な博物館になっていたと思う。

ゴトウ・ドノヴァン
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ヘルスツーリズム
　国立公園三瓶山ではトレッキング、サイクリング、ヨガなど、様々なアクティビ
ティを楽しむことが出来る。大田市の地域資源を健康や観光に活用するヘル
スツーリズムを推奨する「一般社団法人島根おおだ健康ビューロー」という団
体が色んなツアープログラムを提供している。三瓶山だけではなく、近くの世
界遺産である「石見銀山」でのトレッキング、国の天然記念物に指定された鳴り
砂の「琴ヶ浜」でのポールウォーキング・水中ウォーキング及びSUP・カヌー体
験、そして温泉など、大田市の自然を活かした新しい運動療法を初心者でも気
軽に楽しめるようにガイド付きの健康サポートプログラムを運営している。
　この団体を通じてプライベートで三瓶山トレッキングも参加したことがある
が、今回はみんなと一緒に４月から１１月まで行われているサイクリングプロ
グラムを体験してみた。マウンテンバイクがなくても自転車、ヘルメットなど、

「島根おおだ健康ビューロー」が全部用意してくれるので、装備の心配なく参
加できる。 
　事前教育を受けに「国立三瓶青少年交流の家」に向かった。前日の睡眠時
間など、体のコンディションをチェックし、ヘルスツーリズムの効果について説

明を受けた。 
　ヘルスツーリズムの効果は第一に転地効果。日常生活の環境と違う場所を
訪れることで、身体の適応力を開発・向上させることができる。第二に筋刺激。
自転車ライディングで大腿部筋肉を鍛えることができる。最後に脳活性化。こ
れは認知症の予防効果につながる。このような効果と共に特にサイクリングな
どの有酸素運動は身体を細菌やウイルスから守り、若々しく健康に保つ免疫
機能を高めてくれる。そこで、今日は新型コロナウイルスへの抵抗力を養い、大
自然を爽快に思う存分楽しむことが目的だ！！
　それぞれに合わせて装備を確認し、変速ギアの調節方法、簡単な手信号
などを練習してから出発！！北の原～東の原、往復 9㎞程度のヘルシートレイ
リングコースの山道をライディングした。ガイドのお二人が先頭と後尾にいて
途中でスピードを調節してくれたり、水分補給する時間を作ってくれたりする
ので、普通の自転車に乗れるぐらいなら、年齢問わず、初心者でも心配無しで
参加できる。東の原の折り返し点では、休みがてら、ロープを利用したスト
レッチ・簡単なレクリエーションを楽しみながらチームワークを鍛えることも

できた。
　暑い真夏日だったが、国立公園三瓶山の緑豊かな緑陰の中で、澄んだ空気
と自転車で風を切る瞬間は夏だというのを忘れるぐらいの爽快さを味わった。
また、個人的にアップヒルがとても嫌いだが、初心者でもチャレンジしてみるこ
とができる適当なアップヒルがあるコースで、マウンテンバイクの入門にも良
いコースではないかと思った。 
　皆と出発地に帰ったら、ハンモックが用意されていた。元々国立公園にはハ
ンモックを設置することはできないが、「島根おおだ健康ビューロー」が特別
許可を得ており、体験後にハンモックでクールダウンの時間を過ごすことがで
きた。先日の三瓶山トレッキングの時もとても良かった記憶があり、ハンモック
が見えるや否やすぐハンモックに駆けつけて横になった。目をつぶって自然
の風と緑の匂いを感じることができる。また、目を覚ますと目の前に広がる自
然と青い空、絶景と言わざるを得ない！クールダウンの時間を過ごしながらこ
のような自然を楽しむことができることに感謝した。クールダウンが終わった
らお茶とチョコレートで体の水分と糖分を補い、体験が終わる。家に帰る途

中、三瓶温泉に寄った。運動の後の疲労・日常からのストレスまで爽快に解消
できる完璧なコースだった。「健康な体に健康な精神が宿る！！」という言葉が
思い浮かぶ瞬間だった。新型コロナウイルスの状況が収束したら、特に山が好
きな父親、家族を招待して一緒に三瓶を楽しみたいと思った。今度はどんなア
クティビティを楽しんでみようかな。
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　　　　　The first benefit of health tourism is a change of scenery. When 
removed from your daily environment, it can develop and improve your 
body’s adaptability to change. The second benefit is muscle stimulation; 
when cycling, you can strengthen your quadriceps muscles. The last benefit 
is brain activation. This increased brain activity is linked to prevention of 
dementia. Aerobic exercises (such as cycling) are especially effective in 
protecting the body from infection, and boosting the immune system which 
helps one to maintain a youthful health. Therefore, while nurturing our 
resistance to COVID-19, our goal was to enjoy an exhilarating ride through 
Mother Nature to our heart’s content!
　　　　　We each gathered up our equipment, learned how to change 
gears, and practiced simple hand signals for communication̶and then, we 
were off! From Kitanohara to Higashinohara, we rode along the 9 kilometer 
round-trip “healthy trailing” mountain course. One guide accompanied us at 
our head, and one at our tail. Because they helped guide our speed, and 
provided us breaks to drink water, I am confident that even beginner 

cyclers, regardless of age, need not worry about participating. Before our 
return trip back, we took a rest at Higashinohara. Using a simple rope, our 
guides organized some stretching exercises as well as a few team-building 
activities which we thoroughly enjoyed.
　　　　　Although it was a hot summer’s day, being surrounded by the 
lush greenery and clear air of Mt. Sanbe, and flying through the wind, it felt 
so refreshing that I didn’t even notice the summer heat. In addition, I 
personally hate to travel uphill, and yet this uphill course was the perfect 
degree of difficulty for even for beginners to have a go. I think that it is a 
great course for those looking to start mountain biking.
　　　　　Upon returning to our departure point, we found that 
hammocks had been prepared for us. Usually visitors cannot bring 
hammocks to national parks, but the “Shimane Oda Health Bureau” has 
special permission, and so after cycling, we cooled down in the hammocks 
provided. Because I remembered the hammocks from the Mt. Sanbe trek 
the other day, as soon as I saw them again, I dashed over and promptly laid 
down. Closing my eyes, I felt the breeze and smelled the scent of the forest. 
Upon opening my eyes, nature and blue sky stretched out above me̶what 
a superb view! I was very thankful that we could enjoy nature in this way 
while cooling down from our exercise. After the cool-down, we received 
some tea and chocolate to replenish our body’s water and sugar levels. The 
day’s activities were finished, but on the way home, we stopped by Sanbe 
Hot Spring. It was a perfect end to the day, where all of my tiredness and 
stress melted away. I recalled the saying that “a healthy mind lives in a 
healthy body!” Once the COVID-19 pandemic ends, I would like to invite my 
father, who especially likes mountain climbing, along with the rest of my 
family so that we can enjoy Mt. Sanbe together. I wonder what activity I’ll 
try next time!

Jung-Hyun Lee
Health Tourism
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　　　　　At Mt. Sanbe, located in Daisen-Oki National Park, visitors can 
enjoy various activities such as trekking, cycling, and yoga. A variety of tour 
programs are offered by the “Shimane Oda Health Bureau,” which promotes 
“health tourism”̶using the local resources of Oda City for health and 
tourism. The “Shimane Oda Health Bureau” runs guided health-support 
programs, so that even beginners can enjoy new types of exercise therapy 
which make use of Oda City’s nature. Such programs are not limited to Mt. 
Sanbe, but include: trekking at nearby World Heritage Site “Iwami Ginzan 
Silver Mine”; pole walking and underwater walking by the singing sands of 
“Kotogahama Beach” (a nationally designated Place of Scenic Beauty); stand 
up paddle boarding (SUP); canoe workshops; hot springs, etc.
　　　　　Through this organization, I’ve participated in a Mt. Sanbe trek 
before, but this time my coworkers and I had the opportunity to experience 
their cycling program, which runs from April to November. Even if you 
don’t have a mountain bike, the “Shimane Oda Health Bureau” provides 
everything, such as bicycles and helmets̶you can join and not worry 
about bringing any equipment.
　　　　　To receive training, we first headed to the “National Sanbe Youth 
Friendship Center.” The staff there conducted a survey of our previous 
night’s sleep and physical condition, before providing a lecture about the 
benefits of health tourism.

　地面に杭を打ち込み、海の向こうから国を引き寄せたとき、神は大声で”国来、
国来(クニコ、クニコ)“と叫んだ。出雲の国を大きくするために、海の向こうを見渡
して、見つけた土地を出雲の国に引き寄せると決めた。神話によると、引き寄せ
た国を固定するために打ち込んだ杭が佐比売山となったとされている。
　夏の真っ盛り、天気の良い日を利用して、島根の自然について学びアウトド
アを楽しむことをテーマにした。島根県でトップクラスの高さを誇る三瓶山に
行ったのは当然だ。
　神話に出てくる佐比売山と、実際に行ってきた三瓶山はどのような関係があ
るのか聞いたことがあるだろうか？佐比売山とは、三瓶山の古名。726年に朝
廷の命令で、三瓶山に改名させられたとされる。しかし、三瓶山は古代出雲や
当時の権威ある物部氏に関係が深い山とされ、古名である「さひめやま」と称
する神社が今でも残っている。
　1991年、山の北側に三瓶山の自然について学ぶことができる自然館が建て
られた。その自然館の愛称が三瓶山の古名、佐比売山からとったサヒメルにな
るのは自然なことだ。

　三瓶自然館サヒメルは、本館と新館で構成され、常設展示と特別展示を含
め、周囲の自然、そこに生息する動物や虫（絶滅種を含む）について、展示して
ある。サヒメルには大きなガラス窓があり、訪問者が周囲の自然を眺めたり鳥
や昆虫を見つけたりできることが素晴らしい。
　博物館に行くことを考えるとき、子供の頃の見学旅行のことがいつも思い浮
かぶ。展示されているものとガラス壁で仕切られ、小さい看板に説明が書いて
あり、ガラス壁がない展示でもそれが何であっても触れないように先生から常
に警告されたという記憶を思い出す。常に「手ではなく目で見る」と言われた。
しかし、ここではそうじゃない。訪問者が本物の動物の毛皮に触れ、拡大鏡を
使って虫を探す、鳥の温かさを感じる、磁石で遊ぶ、大画面でビデオを見る、プ
ラネタリウムで星空を見る、そしてライブクイズに参加する。これら全部によっ
て学習体験がさらに楽しくなる。
　最近、サヒメルは学習体験をさらに楽しくエキサイティングにするために改
装された。五感で自然を楽しむというリフォームをテーマにして、注目すべき
3つのポイントがある。新しいアプリ、時空シアターとインタラクティブクイズ

コーナー。ミュージアム全体で、新しいAR（拡張現実）アプリと組み合わせて
使用できるARマーカーが展示物にある。この新しいアプリを開き、ARマー
カーをスキャンして、展示物に関する多言語情報や学芸員による説明、カメ
ラアプリを使用してシーンや動物を再現する視覚効果を取得できる。サヒメ
ルの三瓶小豆原埋没林展示室でアプリをテストした。木は幹しかないけど、
まるで森の中に立っているかのように、画面上ではその木の当時の様子を
見せてくれた。
　サヒメルは活火山の三瓶山を中心に紹介している。したがって、重要な展示
の1つは、10万年から4,000年前に起こった火山の噴火の様子。映像よりも優
れた説明方法はない。私たちは最近リニューアルした時空シアターに着席し
た。ライトが暗くなって、プロジェクターをクリックすると、映像が始まった。300
インチの湾曲したスクリーンだけでなく、映像も地面に映し出されて、360度
で体験できた。時の流れが戻ったような感じがして、噴火の瞬間に自分がそこ
にいる感覚になり、大迫力の映像だった。
　シアターから出ると、暗い隅に巨大な緑色のスクリーン、プロジェクター、白

いスクリーンがあった。地面にある3つの図形に近づくと、画面にカウントダウ
ンタイマーが表示されてライトが点灯し、クイズゲームショーが始まった。緑色
の画面と私たちの方を向いたカメラを使用して、私たちは目の前の画面に映さ
れ、背景が変わり、上部に質問が表示された。質問は日本語と英語で表示さ
れ、３択の答えに対応する場所に立って正しい答えを知ることができる。答え
合わせの間、私たちはとてもエキサイティングし、走り回って、誰の答えが正解
かを競った。それが楽しすぎて、私たちはクイズを1回ではなく2回チャレンジ
した。
　サヒメルでは、他にも多くの展示で三瓶山の自然を紹介している。大山隠岐
国立公園であり、公園内の他の場所のことも学ぶことができる。ここでは、自然
について学び、展示室で遊ぶことができ、半日はあっという間に過ごせると思
う。また、新しいインタラクティブツールを使用することで、訪問者は学ぶことに
更に積極的に取り組むことができる。三瓶自然館サヒメルは、大人になった自
分がとても楽しむことができたので、こどもの頃に訪れていたらきっと大好き
な博物館になっていたと思う。
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ヘルスツーリズム
　国立公園三瓶山ではトレッキング、サイクリング、ヨガなど、様々なアクティビ
ティを楽しむことが出来る。大田市の地域資源を健康や観光に活用するヘル
スツーリズムを推奨する「一般社団法人島根おおだ健康ビューロー」という団
体が色んなツアープログラムを提供している。三瓶山だけではなく、近くの世
界遺産である「石見銀山」でのトレッキング、国の天然記念物に指定された鳴り
砂の「琴ヶ浜」でのポールウォーキング・水中ウォーキング及びSUP・カヌー体
験、そして温泉など、大田市の自然を活かした新しい運動療法を初心者でも気
軽に楽しめるようにガイド付きの健康サポートプログラムを運営している。
　この団体を通じてプライベートで三瓶山トレッキングも参加したことがある
が、今回はみんなと一緒に４月から１１月まで行われているサイクリングプロ
グラムを体験してみた。マウンテンバイクがなくても自転車、ヘルメットなど、

「島根おおだ健康ビューロー」が全部用意してくれるので、装備の心配なく参
加できる。 
　事前教育を受けに「国立三瓶青少年交流の家」に向かった。前日の睡眠時
間など、体のコンディションをチェックし、ヘルスツーリズムの効果について説

明を受けた。 
　ヘルスツーリズムの効果は第一に転地効果。日常生活の環境と違う場所を
訪れることで、身体の適応力を開発・向上させることができる。第二に筋刺激。
自転車ライディングで大腿部筋肉を鍛えることができる。最後に脳活性化。こ
れは認知症の予防効果につながる。このような効果と共に特にサイクリングな
どの有酸素運動は身体を細菌やウイルスから守り、若々しく健康に保つ免疫
機能を高めてくれる。そこで、今日は新型コロナウイルスへの抵抗力を養い、大
自然を爽快に思う存分楽しむことが目的だ！！
　それぞれに合わせて装備を確認し、変速ギアの調節方法、簡単な手信号
などを練習してから出発！！北の原～東の原、往復 9㎞程度のヘルシートレイ
リングコースの山道をライディングした。ガイドのお二人が先頭と後尾にいて
途中でスピードを調節してくれたり、水分補給する時間を作ってくれたりする
ので、普通の自転車に乗れるぐらいなら、年齢問わず、初心者でも心配無しで
参加できる。東の原の折り返し点では、休みがてら、ロープを利用したスト
レッチ・簡単なレクリエーションを楽しみながらチームワークを鍛えることも

できた。
　暑い真夏日だったが、国立公園三瓶山の緑豊かな緑陰の中で、澄んだ空気
と自転車で風を切る瞬間は夏だというのを忘れるぐらいの爽快さを味わった。
また、個人的にアップヒルがとても嫌いだが、初心者でもチャレンジしてみるこ
とができる適当なアップヒルがあるコースで、マウンテンバイクの入門にも良
いコースではないかと思った。 
　皆と出発地に帰ったら、ハンモックが用意されていた。元々国立公園にはハ
ンモックを設置することはできないが、「島根おおだ健康ビューロー」が特別
許可を得ており、体験後にハンモックでクールダウンの時間を過ごすことがで
きた。先日の三瓶山トレッキングの時もとても良かった記憶があり、ハンモック
が見えるや否やすぐハンモックに駆けつけて横になった。目をつぶって自然
の風と緑の匂いを感じることができる。また、目を覚ますと目の前に広がる自
然と青い空、絶景と言わざるを得ない！クールダウンの時間を過ごしながらこ
のような自然を楽しむことができることに感謝した。クールダウンが終わった
らお茶とチョコレートで体の水分と糖分を補い、体験が終わる。家に帰る途

中、三瓶温泉に寄った。運動の後の疲労・日常からのストレスまで爽快に解消
できる完璧なコースだった。「健康な体に健康な精神が宿る！！」という言葉が
思い浮かぶ瞬間だった。新型コロナウイルスの状況が収束したら、特に山が好
きな父親、家族を招待して一緒に三瓶を楽しみたいと思った。今度はどんなア
クティビティを楽しんでみようかな。
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　　　　　The first benefit of health tourism is a change of scenery. When 
removed from your daily environment, it can develop and improve your 
body’s adaptability to change. The second benefit is muscle stimulation; 
when cycling, you can strengthen your quadriceps muscles. The last benefit 
is brain activation. This increased brain activity is linked to prevention of 
dementia. Aerobic exercises (such as cycling) are especially effective in 
protecting the body from infection, and boosting the immune system which 
helps one to maintain a youthful health. Therefore, while nurturing our 
resistance to COVID-19, our goal was to enjoy an exhilarating ride through 
Mother Nature to our heart’s content!
　　　　　We each gathered up our equipment, learned how to change 
gears, and practiced simple hand signals for communication̶and then, we 
were off! From Kitanohara to Higashinohara, we rode along the 9 kilometer 
round-trip “healthy trailing” mountain course. One guide accompanied us at 
our head, and one at our tail. Because they helped guide our speed, and 
provided us breaks to drink water, I am confident that even beginner 

cyclers, regardless of age, need not worry about participating. Before our 
return trip back, we took a rest at Higashinohara. Using a simple rope, our 
guides organized some stretching exercises as well as a few team-building 
activities which we thoroughly enjoyed.
　　　　　Although it was a hot summer’s day, being surrounded by the 
lush greenery and clear air of Mt. Sanbe, and flying through the wind, it felt 
so refreshing that I didn’t even notice the summer heat. In addition, I 
personally hate to travel uphill, and yet this uphill course was the perfect 
degree of difficulty for even for beginners to have a go. I think that it is a 
great course for those looking to start mountain biking.
　　　　　Upon returning to our departure point, we found that 
hammocks had been prepared for us. Usually visitors cannot bring 
hammocks to national parks, but the “Shimane Oda Health Bureau” has 
special permission, and so after cycling, we cooled down in the hammocks 
provided. Because I remembered the hammocks from the Mt. Sanbe trek 
the other day, as soon as I saw them again, I dashed over and promptly laid 
down. Closing my eyes, I felt the breeze and smelled the scent of the forest. 
Upon opening my eyes, nature and blue sky stretched out above me̶what 
a superb view! I was very thankful that we could enjoy nature in this way 
while cooling down from our exercise. After the cool-down, we received 
some tea and chocolate to replenish our body’s water and sugar levels. The 
day’s activities were finished, but on the way home, we stopped by Sanbe 
Hot Spring. It was a perfect end to the day, where all of my tiredness and 
stress melted away. I recalled the saying that “a healthy mind lives in a 
healthy body!” Once the COVID-19 pandemic ends, I would like to invite my 
father, who especially likes mountain climbing, along with the rest of my 
family so that we can enjoy Mt. Sanbe together. I wonder what activity I’ll 
try next time!

Jung-Hyun Lee
Health Tourism
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　　　　　At Mt. Sanbe, located in Daisen-Oki National Park, visitors can 
enjoy various activities such as trekking, cycling, and yoga. A variety of tour 
programs are offered by the “Shimane Oda Health Bureau,” which promotes 
“health tourism”̶using the local resources of Oda City for health and 
tourism. The “Shimane Oda Health Bureau” runs guided health-support 
programs, so that even beginners can enjoy new types of exercise therapy 
which make use of Oda City’s nature. Such programs are not limited to Mt. 
Sanbe, but include: trekking at nearby World Heritage Site “Iwami Ginzan 
Silver Mine”; pole walking and underwater walking by the singing sands of 
“Kotogahama Beach” (a nationally designated Place of Scenic Beauty); stand 
up paddle boarding (SUP); canoe workshops; hot springs, etc.
　　　　　Through this organization, I’ve participated in a Mt. Sanbe trek 
before, but this time my coworkers and I had the opportunity to experience 
their cycling program, which runs from April to November. Even if you 
don’t have a mountain bike, the “Shimane Oda Health Bureau” provides 
everything, such as bicycles and helmets̶you can join and not worry 
about bringing any equipment.
　　　　　To receive training, we first headed to the “National Sanbe Youth 
Friendship Center.” The staff there conducted a survey of our previous 
night’s sleep and physical condition, before providing a lecture about the 
benefits of health tourism.

　地面に杭を打ち込み、海の向こうから国を引き寄せたとき、神は大声で”国来、
国来(クニコ、クニコ)“と叫んだ。出雲の国を大きくするために、海の向こうを見渡
して、見つけた土地を出雲の国に引き寄せると決めた。神話によると、引き寄せ
た国を固定するために打ち込んだ杭が佐比売山となったとされている。
　夏の真っ盛り、天気の良い日を利用して、島根の自然について学びアウトド
アを楽しむことをテーマにした。島根県でトップクラスの高さを誇る三瓶山に
行ったのは当然だ。
　神話に出てくる佐比売山と、実際に行ってきた三瓶山はどのような関係があ
るのか聞いたことがあるだろうか？佐比売山とは、三瓶山の古名。726年に朝
廷の命令で、三瓶山に改名させられたとされる。しかし、三瓶山は古代出雲や
当時の権威ある物部氏に関係が深い山とされ、古名である「さひめやま」と称
する神社が今でも残っている。
　1991年、山の北側に三瓶山の自然について学ぶことができる自然館が建て
られた。その自然館の愛称が三瓶山の古名、佐比売山からとったサヒメルにな
るのは自然なことだ。

　三瓶自然館サヒメルは、本館と新館で構成され、常設展示と特別展示を含
め、周囲の自然、そこに生息する動物や虫（絶滅種を含む）について、展示して
ある。サヒメルには大きなガラス窓があり、訪問者が周囲の自然を眺めたり鳥
や昆虫を見つけたりできることが素晴らしい。
　博物館に行くことを考えるとき、子供の頃の見学旅行のことがいつも思い浮
かぶ。展示されているものとガラス壁で仕切られ、小さい看板に説明が書いて
あり、ガラス壁がない展示でもそれが何であっても触れないように先生から常
に警告されたという記憶を思い出す。常に「手ではなく目で見る」と言われた。
しかし、ここではそうじゃない。訪問者が本物の動物の毛皮に触れ、拡大鏡を
使って虫を探す、鳥の温かさを感じる、磁石で遊ぶ、大画面でビデオを見る、プ
ラネタリウムで星空を見る、そしてライブクイズに参加する。これら全部によっ
て学習体験がさらに楽しくなる。
　最近、サヒメルは学習体験をさらに楽しくエキサイティングにするために改
装された。五感で自然を楽しむというリフォームをテーマにして、注目すべき
3つのポイントがある。新しいアプリ、時空シアターとインタラクティブクイズ

コーナー。ミュージアム全体で、新しいAR（拡張現実）アプリと組み合わせて
使用できるARマーカーが展示物にある。この新しいアプリを開き、ARマー
カーをスキャンして、展示物に関する多言語情報や学芸員による説明、カメ
ラアプリを使用してシーンや動物を再現する視覚効果を取得できる。サヒメ
ルの三瓶小豆原埋没林展示室でアプリをテストした。木は幹しかないけど、
まるで森の中に立っているかのように、画面上ではその木の当時の様子を
見せてくれた。
　サヒメルは活火山の三瓶山を中心に紹介している。したがって、重要な展示
の1つは、10万年から4,000年前に起こった火山の噴火の様子。映像よりも優
れた説明方法はない。私たちは最近リニューアルした時空シアターに着席し
た。ライトが暗くなって、プロジェクターをクリックすると、映像が始まった。300
インチの湾曲したスクリーンだけでなく、映像も地面に映し出されて、360度
で体験できた。時の流れが戻ったような感じがして、噴火の瞬間に自分がそこ
にいる感覚になり、大迫力の映像だった。
　シアターから出ると、暗い隅に巨大な緑色のスクリーン、プロジェクター、白

いスクリーンがあった。地面にある3つの図形に近づくと、画面にカウントダウ
ンタイマーが表示されてライトが点灯し、クイズゲームショーが始まった。緑色
の画面と私たちの方を向いたカメラを使用して、私たちは目の前の画面に映さ
れ、背景が変わり、上部に質問が表示された。質問は日本語と英語で表示さ
れ、３択の答えに対応する場所に立って正しい答えを知ることができる。答え
合わせの間、私たちはとてもエキサイティングし、走り回って、誰の答えが正解
かを競った。それが楽しすぎて、私たちはクイズを1回ではなく2回チャレンジ
した。
　サヒメルでは、他にも多くの展示で三瓶山の自然を紹介している。大山隠岐
国立公園であり、公園内の他の場所のことも学ぶことができる。ここでは、自然
について学び、展示室で遊ぶことができ、半日はあっという間に過ごせると思
う。また、新しいインタラクティブツールを使用することで、訪問者は学ぶことに
更に積極的に取り組むことができる。三瓶自然館サヒメルは、大人になった自
分がとても楽しむことができたので、こどもの頃に訪れていたらきっと大好き
な博物館になっていたと思う。
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三瓶山の楽しみ方いろいろ
ハキモヴァ・リリヤ

　今年の夏は何回も三瓶山を訪れました。今までどんなところなのかあまり考えた
ことがなく、調べてみたらこんなにも様々な体験が出来ると知ってびっくりしました。
　初めての三瓶山はキャンプで始まりました。北の原キャンプ場に着いたら、ラ
ンチの時間になり、三瓶山に来る前から知っていた、その美味しさで有名な三瓶
バーガーの本店がすぐ近くにあったので、三瓶バーガーを食べようと思いまし
た。本店限定のわさびバーガーにしてみました。思ったほど辛くなくて、優しいわ
さびの風味でした。店内が広くて、売店もあります。雑貨から食べ物やペットのお
やつまで商品が揃っています。自分で焼いて作れるキャンプ用バーガーセットと
ハンバーグもあったので、気になって買ってみました。翌日の朝食に簡単なキャ
ンプ料理を作ったことで、キャンプ気分が増しました。
　チェックインの手続きを済ませ、テントを張ってから、周りに有名な温泉があ
ることを思い出して、その良さを確かめに行きました。「さんべ荘」という宿にある
温泉は私の行きたい第一候補だったので、さっそくそこに向かいました。露天風
呂が特に魅力的です。風呂の形が様々で温冷交代浴も出来ます。熱い湯と冷た
い水の入浴を繰り返すと、全身の血流改善と体温上昇が期待出来るそうです。

男湯と女湯はテーマが違って日替りで入浴することを知り、翌朝も行きました。
石見銀山の間歩と七福神のテーマがあって、どちらも面白かったです。露天風
呂が男女合わせて16種類もあって、色んな形のお風呂やお湯の温度を楽しめ
ます。
　温泉で一日の疲れを流し、近くのジンギスカン料理の店で夕飯を食べ、その
日の夜はぐっすり眠れました。テントの中で寝ることだけで冒険している気分を
味わえると思います。自分と周りの自然の間に薄いテントの壁一枚しかなく、優
しい夏風で揺れる木の葉の擦れ合う音、鳥や虫などの鳴き声がテントの中に
入ってきます。その音に身を委ね、気持ちよく寝落ちしました。
　山登りが苦手だけれど、綺麗な景色を楽しみたい自分にとっては、観光リフト
のある展望台はありがたいです。大平山の山頂近くまでゆっくり送ってくれるリ
フトに乗りながら、大自然を眺めると、とても癒されます。天気のいい日には、展
望台から見られる景色は素晴らしいです。
　夏シーズンがそろそろ終わりますが、今度は秋の紅葉を楽しめる頃にまた三
瓶山に行けたらなと思います。
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　　　　　This summer I had the pleasure to visit Mt. Sanbe several times. 
I didn’t really have an opportunity to check out this place before, but after 
doing some research, I was surprised at the variety of amusements one can 
experience here.
　　　　　On my first trip to Mt. Sanbe I went camping. When we arrived 
at Kita-no-hara camping site it was already lunch time, so we decided to 
have lunch at Sanbe Burger’s main restaurant. Sanbe Burger is a restaurant 
chain in Shimane Prefecture, famous for the taste of its hamburgers. I tried 
a wasabi burger which was limited to this store. It had a gentle wasabi 
flavor, not as spicy as I thought it would be.
　　　　　The restaurant is spacious; it has a nice shopping corner with a 
wide range of products, from miscellaneous goods to food and pet snacks. 
There was a make-your-own hamburger set for camping, and a beef patty 
for sale that caught my attention. Buying these, I enjoyed simple camp 
cooking for breakfast the next morning, and it really felt like an authentic 
camping experience.
　　　　　After completing the camping check-in procedure and setting 
up my tent, I remembered that there were famous hot springs (onsen) in 
the area, and so I decided to check it out. The hot spring at the inn 
“Sanbe-sou” was my first choice, so I headed there. The open-air bath is the 
best part of it. The baths vary in shape and water temperature, so you can 
move from hot to cold baths̶according to 
the onsen information guide, doing so 
improves blood flow and increases your 
body temperature. After I heard that the 
men's and women's baths have different 
themes that switch daily, I decided to go 
there the next morning, too. I enjoyed both 
of the onsen themes̶one was based on 
Iwami Ginzan Silver Mine, and the other 
was about the Japanese seven gods of 
fortune. There are 16 types of open-air 
baths in total for men and women, so you 

can enjoy baths  of  var ious  shapes  and 
temperatures.
　　　　　After washing the day's fatigue away 
at the hot spring, and having dinner at a nearby 
restaurant serving grilled mutton (called 
“Jingisukan”), I had a really good night's sleep. 
Just the fact that I slept in a tent made the 
experience feel like an adventure for me; there is 
only a thin fabric wall between you and nature. 
Sounds of leaves swaying in the gentle summer 
breeze and the nighttime chirps of birds and 
insects enter the tent. I let myself calm down with 
these sounds, falling into a sound sleep.
　　　　　For people like myself who are not 
very good at mountain climbing, but still want to 
enjoy the beautiful scenery at the top, there is an 
observation deck with a sightseeing lift. It's so 
soothing to admire the surrounding nature while 
riding a lift that slowly takes you to the summit of 
Mt. Taihei. On sunny days, the view from the 
observation deck is magnificent.
　　　　　Summer is almost over, but I'm 
looking forward to visiting Mt. Sanbe again̶next 
time to enjoy the autumn leaves.

Liliya Khakimova 
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