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Memories of Momenkaido
Nan Guo

On the second day of spring, with a cloudy sky that sprinkled
snow, we arrived in Momenkaido (“Cotton Road”), in the center of Hirata,
Izumo City, located in eastern Shimane Prefecture. As I learned, this area
called Momenkaido ﬂourished from the Edo period throughout the Meiji
period as a trading center of cotton. Walking down the quiet street, the
houses lined up in a row caught my attention̶with black roof tiles, white
walls, and latticed windows, they were built in an architectural style
characteristic of Hirata, called tsuma-iri. In the well-stablished shops
standing next to each other̶producing such things as sake, soy sauce, and
ginger sugar̶I felt the vestiges of a time gone by.
If you pronounce the Japanese characters momen 木綿 with
their Chinese readings (mù mián), Chinese people might mistakenly think of
the identically pronounced red ﬂowering tree 木棉花 (Bombax ceiba), when
the Japanese word actually refers to cotton. However, I could see no cotton
ﬁelds in the area. Looking around the neighbourhood, with the exception of
a few cotton branches decorating the front of buildings and inside shops,
nothing else seemed apparently connected to cotton. Therefore, I asked Ms.
Atsuko Hirai from the Momenkaido Promotion Association about why this
neighbourhood came to be called “Cotton Road.”
According to Ms. Hirai, the area’s ﬁrst encounter with cotton
was in the Edo period. Hirata Town consisted of Lake Shinji to the east, and
a river which ran east-west through the town. In the 1600s, rice ﬁeld
development by the Matsue feudal clan led to a 38-year reclamation of part
of Lake Shinji, in order to grow rice. However, with Lake Shinji being a
brackish-water lake, its salinity proved unsuitable for good rice ﬁelds. In
order to remove salt, cotton (which is suited for alkaline soil) was planted,
but since the cotton plants produced an abundance of seeds, cotton was
grown instead. Around 1700, the cotton cultivation expanded
tremendously. With support from the Matsue feudal clan, Hirata cotton
became highly valued for its quality in places such as Osaka and Kyoto,
being subsequently traded in distant regions. As a cotton trading center,
many ships came and went, and the town developed into a bustling
marketplace. Hirata experienced a cultural golden age, brought about by
merchants centered around the cotton trade. As a result, the distribution of
cotton led to this neighbourhood being called Momenkaido (“Cotton Road”).
However, in 1888 import taxes on cotton were repealed, causing
cheaper cotton and spinning machines to enter the Japanese market. Japanese
cotton was expensive, and in addition, had shorter ﬁbers; these did not produce
good thread on foreign spinning machines, which were designed for longer
ﬁbers. Unable to mechanize production, the Japanese cotton business declined
dramatically. Silkworm breeding began as a replacement for cotton; factories

●Japanese

木綿街道の記憶
立春の翌日。
曇りのち雪。
島根県の東部に位置する出雲市平田町の中心部にあ
る木綿街道へ取材にやってきた。
木綿街道と呼ばれるこの場所は、
江戸時代から
明治時代にかけて木綿の集散地として栄えた町だそうだ。
穏やかな雰囲気の通り
を歩くと、黒瓦や白壁、格子窓の連なる二階建の妻入り造りという平田の独特な
建築様式が目に留まった。
造り酒屋や醤油店、
生姜菓子店などの老舗が軒を並べ
て、
昔の面影を感じられた。
日本語の文字の
「木綿」
を中国語で発音すれば、
中国語の
「木棉
（mù mián）
」
の
発音と同じなので、
多くの中国人に
「木棉花
（mù mián huā）
」
という花を想像され
るかもしれないが、
実は、
この
「木綿」
は日本では中国語の棉のことを指している。
でも、
この辺は木綿畑も見えないし、
街道に立って辺りを見渡すと、
建物の前や商
家の店内に3本ぐらいの綿の花を飾っている他に、
木綿とつながりがある物はな
かった。
では、
どうしてこの通りに
「木綿」
の名前をつけたのか？疑問を持ちながら、
木綿街道振興会の平井敦子さんに伺った。
平田と木綿の出合いは江戸時代のことだったそうだ。
平田町には東に面した宍
道湖と、
東西に貫く船川があった。
江戸時代、
松江藩の新田政策によって、
1600年
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代に38年をかけて、
宍道湖の一部を埋め立て、
米を作ることになった。
しかし、
宍
道湖は汽水湖で水に塩が混ざっているので、塩害のため良い田んぼができな
かった。
塩を抜くためアルカリ性の土壌を好む綿を植えてみたら、
たくさんの実が
できたので、木綿栽培に切り替えた。1700年頃、木綿栽培は爆発的に広がった。
松江藩からの応援で、
平田木綿は大阪や京都で良質の木綿として高く評価され、
遠方との取引が行われるようになった。
それにより、
木綿の集散地として多くの船
が往来し、賑やかな市場町として発展し、木綿業を中心とした商人らによる文化
の全盛時代を迎えたそうだ。
そのような歴史から、
この通りは木綿流通の道として
「木綿街道」
と呼ばれるようになった。
ところが、
1888年に綿の輸入の関税が廃止された。
関税が廃止されることで安
い海外の綿と紡績機械が日本に入ってきた。
日本の物は高いし、
また、
日本で栽培
した綿の繊維が短いため、海外から入ってきた長い繊維用の紡績機械では良い
糸にならないため、
機械化に乗れず、
綿の取引が急激に下火になった。
その後は、
木綿に代わって、
養蚕が行われ、
生糸に転換して紡績工場ができ、
仕事は木綿か
ら絹に変わり、木綿に関するものは全部この町から消えてしまった。今は2001年

Shimane Prefecture, Japan

記

were converted to spin raw silk thread, and as Shimane
Here
silk became the main focus, everything
related to cotton disappeared from the town.
The naming of “Momenkaido” in 2001 and
this neighbourhood are the only traces that
remain.
“Ah, I see... so this area once
contained vast ﬁelds of white cotton” I
thought. Images of a lively street scene
sprung to mind̶people calling out to each other, the clattering of looms,
and shipping labourers, gathered at the wharf on their daily break, engaged
in conversation. I could see that residents of Momenkaido have a fond place
in their hearts for the neighbourhood; not only did cotton preserve the town
throughout its ﬂourishing and decline, but it improved the lives of its
humble residents̶it is evident that the people here hold a special
sentiment for cotton. In addition, as if to show appreciation, the traditional
shops and houses of Momenkaido, with over a century of history, have been
quietly waiting to tell visitors of this history.
It became noon, and for lunch, we ordered set meals at the
restaurant Wata no Hana (“Cotton Flower”) inside the Momenkaido Tourism
Center. While waiting, the snow in the inner garden caught my attention,
settled on the ground like a white cotton ﬁeld. Before I knew it, heavy snow
began to fall̶the snowﬂakes ﬂuttered down like large puﬀs of cotton.
Looking at the scenery in front of me, my world became more and more
serene. “Ahh... I want to stay here,” I thought, “with a book and some tea, in
the calm of this place̶in its purity.”
This little-known neighbourhood is full of history and charm. If
you grow bored of bustling city life, are looking to wander through
beautiful landscapes of mountains and rivers̶if you wish to enjoy the
quiet atmosphere of a tranquil old town, then I highly recommend
Momenkaido.
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に命名された
「木綿街道」
の名前とこの通りだけが残っている。
なるほど。かつてこの辺りは一面に広がる白い木綿畑があったのか。
この町に
商人の呼び声や織機の織り音、
そして、
埠頭の運搬労働者が休憩しながら話をす
る声が聞こえるように、
賑やかな町並みのイメージが頭に浮かんできた。
この木綿
街道はきっと住民に愛されているのだろう。
木綿は町の繁栄から衰退への歴史を
見守ってくれただけでなく、
貧しかった庶民の生活を向上させたので、
人々は木綿
に特別な感情を持ってきたのではないかと思う。
一方、
木綿街道はお礼として、
百
年以上の歴史がある商家や古民家が昔の姿のまま、
木綿街道を訪れる人々にこ
の歴史を伝えるために静かに待っているのだろうか、
と私は思っている。
お昼の時間だ。交流館のごはん屋で
「棉の花」定食を注文した。待っている間
に、中庭の地面に白い木綿畑のように積もる雪に目を留めた。いつの間にか、大
雪が降ってきた。
窓の外の雪の花は大きな綿のようにはらはらと降っている。
目の
前の景色を見て、
自分の世界が段々静かになってきていた。
ずっとこのままリラッ
クスしたいなぁ～お茶と本、
静かで、
清浄で、
もう離れたくなくなった。
木綿街道は歴史や魅力満載の素敵な穴場スポットだと思う。
もし、
あなたがもう繁

華な都市に飽きていたら、
あるい
は、
山や川など美しい景色を遍歴
していたら、
ただ穏やかな雰囲気
で、
しっとりと落ち着いた古い町
を楽しんでみたくなったら、木綿
街道をぜひ訪ねてください。
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Tastes of Tradition in Momenkaido
Oliver Marshall

In a quiet, historical neighbourhood in Hirata, Izumo City, the tides of time
have left behind tributes to a town’s rich history and culture̶tributes of sake, sugar,
and soy. In early February, my fellow CIRs and I ventured to Momenkaido (Cotton
Road) to visit three family-run businesses, who handcraft products that truly showcase
the essence of Japanese food culture.
Our ﬁrst stop was Sake Mochida, the only remaining sake (rice wine)
brewer in Hirata. It was ﬁtting that our tour of Momenkaido began here, considering
the region’s connection to the iconic Japanese alcoholic beverage. In fact, many people
claim Shimane as the birthplace of sake; the ancient record Izumo no Kuni Fudoki
(compiled over 1200 years ago) includes a myth that 180 gods once gathered at Saka
(the site of modern-day Saka Shrine in Izumo City), and made sake there. This shrine,
which enshrines the god of sake, is only a few minutes drive from Momenkaido.
We were greeted by Mr. Mochida, now 5th generation owner of the
family business. He introduced us to the brewery, built in 1877 and designated as a
Cultural Property.
For 500 yen, visitors can try three Shimane
Here
diﬀerent types of sake while chatting with Mr.
Mochida and learning about the art of sake brewing.
With his expert guidance and over 20 varieties to
choose from, I am certain that even those new to
sake will ﬁnd something to suit their tastes. For our
ﬁrst tasting, Mr. Mochida brought out a bottle called
“Sakanishiki”̶a junmai ginjo-shu, meaning it was
brewed with only rice and no added alcohol

(junmai), and that the rice had been 40% polished, producing a sweet and elegant type of
sake (ginjo). It was wonderfully smooth, and had a pleasant ﬂoral aroma.
As if to demonstrate the diversity of sake, Mr. Mochida then selected
“Izumo Kanba” for us to enjoy. He explained that the sake’s peach-brown colour came
from the variety of rice used, called shikokumai (purple-black rice). It was distinctively
sweeter, with a higher alcohol content; the sweetness was followed by delightful
ﬂavours of wild rice, ending with a tangy aftertaste. For my ﬁnal sake, I chose
“Yamahai,” made using an Edo-period (17th-19th c.) recipe. Hearing that it was an old
recipe, I had imagined a rough taste, but was surprised by how well balanced it was.
According to Mr. Mochida, this was due to aging the sake for a period, which mellows
the harsher ﬂavours of a fresh brew. With numerous other varieties̶even including
plum wine!̶and welcoming staﬀ, Sake Mochida is a must-see if visiting the area.
Next, we paid a visit to Kurumaya Shougatou Honpo, the oldest family-run
business in Momenkaido. Established in 1715, the Kurumaya family has been
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酒、
生姜糖、
醤油。
出雲市平田町にある歴史あふれる静かな町では、
どんなに時間が経っ
ても町に生き続ける三つの味が、
豊かな歴史と文化をみごとに体現している。
2月上旬に同
僚の国際交流員と一緒に
「木綿街道」
に行き、
日本食文化の真髄を伝える味を、
家業で作る
3ヶ所を訪ねてみた。
まず訪問したのは平田にある唯一の造り酒屋
「酒持田本店」
。
日本食文化といえば日本酒
―島根が酒造りの原点として大きな関わりがあると言われている。
木綿街道めぐりでは、
こ
こが最適な出発地点ではないかと感じた。
実は島根県が日本酒の発祥地だと主張する人も
多い。
1200年以上前に編纂された
「出雲国風土記」
の中に、
180の神様が佐香
（現在の出雲
市にある佐香神社）
で集まり酒造りをした、
という神話がある。
このお酒の神を祭る佐香神社
は木綿街道から車で数十分離れたところにある。
酒造家5代目の店主である持田さんに迎えられた。
明治10年に建てられ、
国の文化財に
指定された酒造場の案内をしてもらった。
500円の料金で、
持田さんの詳しい説明を聞きながら3種類のお酒の利き酒を楽しむこ
とができる。20種類以上の中から専門家による一人一人の好みに合わせておすすめのお
酒を紹介してもらえるので、
日本酒に馴染みがない人でも好きな味が見つかると私は信じ
ている。
最初の試飲として、
「佐香錦
（さかにしき）
」
という純米吟醸酒が出された。
香り高く、
すばらしく柔らかい味がした。
お酒の多様性を証明するかのように、
おすすめされた
「出雲神庭
（いずもかんば）
」
を試飲
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してみた。
持田さんによると、
お酒が桃色である理由は
「紫黒米」
を使用しているからだとい
う。
アルコール度数が比較的高かったのに試飲した瞬間にはっきりと甘く、
お米の軽い味が
ふわっと口の中で広がり、
歯切れがよく甘酸っぱい後味がした。
最後の一杯には、
私が興味
で選んだ江戸時代のレシピで作られた
「山廃
（やまはい）
」
を飲んでみた。
江戸時代の作り方
を聞いたので、
荒々しい酒を想像したが、
非常にバランスがよく、
驚いた。
これはお酒を熟成
することで、
新酒の渋さを緩和しているからと持田さんが言った。
梅酒も含めお酒の品種が
数多く、
雰囲気に満ちた酒持田本店は、
木綿街道に行くなら必須の老舗である。
続いて、木綿街道の最古の家業「来間屋生姜糖本舗」
を訪問した。正徳5年（1715年）
に
創業され、来間家が300年以上、木綿街道の代表的な味である生姜糖を作ってきた。
この
老舗に入った瞬間、美味しそうな生姜の匂いに囲まれ、11代目の店主、来間さんと挨拶し
た。観光客は400円でお店の歴史と製法を聞き、出来立てほやほやの生姜糖を試食する
ことができる。
この生姜糖の製法は300年間変わらないままであるということを聞いて感銘を受けた。
来
間家の生姜糖は、
砂糖と生姜、
たった2つの食材を使用している。
地産の
「出西
（しゅっさい）
生姜」
が使われ、
独特な甘さと辛さのバランスがよいのではないかと来間さんは説明した。
生姜をすりおろし、
搾ることで
「生姜汁」
が出る。
これをお湯に溶かした国産上白糖に加え、
炭火で加熱し、銅の型に注いで冷ます。
とてもシンプルな食材と製法に見えるが、来間さん
の話を聞いて、
私が芸術品と呼びたくなったほどの生姜糖は、
何代にもわたっての経験、
伝
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producing ginger sugar (shougatou) candies for over three centuries̶the confection
has become a signature product of the region. As we entered the shop, the warm smell
of sweet ginger instantly greeted us, as well as Mr. Kuruma, 11th-generation owner of
the business. For only 400 yen, visitors can learn about history of the shop, the
production process, and sample a fresh batch of the sweet treat.
Sitting down to chat with Mr. Kuruma, it was amazing to hear that
production methods have stayed the same for over three centuries. The candy consists of
only two ingredients: ginger and sugar. The ginger is shussai shouga, a locally grown
variety; with a unique blend of sweetness and spiciness, it is key to the candy’s popularity,
explained Mr. Kuruma. The ginger is grated and squeezed, releasing a pungent juice
called shouga-jiru. Japanese caster sugar is then boiled in water over a charcoal ﬁre, and
mixed with the ginger juice, before being poured into copper molds to cool. Despite the
simplicity of ingredients and process, it was apparent that the candy was the result of
generations of experience and a devotion to tradition, honed into a true art form.
After the introduction, we sampled some freshly made ginger sugar. The
square pieces of candy sparkled in the light, almost like a precious stone. Despite
having enjoyed many sweet confections in my life, this ginger sugar was nothing short
of fantastic. It had a pleasant crunch, subsequently melting in the mouth and releasing
a sophisticated sweetness, which as followed by a wave of fresh spiciness from the
ginger. Mr. Kuruma remarked that the ginger played not a leading role (shuyaku), but
was rather an indispensable supporting actor (meiwakiyaku), giving depth to the sugar.
In addition to ginger, Kurumaya Shougatou Honpo also produces
matcha-ﬂavoured sugar candies for matcha lovers. There are a variety of products
available at the shop, with package designs that have remained unchanged for
generations. The next time you make a hot cup of tea, I am sure that these sugar
candies would be the perfect complement.
In touring Momenkaido’s food products, our ﬁnal stop was Oka Moichiro
Shouten, a shouyu (soy sauce) brewer boasting over 120 years of history. As we
entered the shop, a lively Mr. Oka̶currently 8th-generation owner̶gathered us
around a table. On the table was an assortment of soy sauces, each poured into a small
cup, ﬁlling the room with a tantalizing smell. Visitors can sample the diﬀerent soy
sauces absolutely free of charge.
Mr. Oka explained that there are in fact ﬁve main types of soy sauce in
Japan: koikuchi (dark), which is the most common type; usukuchi (light), which is
slightly saltier and paler in colour; tamari shouyu, a richly-ﬂavoured variety found
mainly in the Chubu region; shiro shouyu (white), the lightest of all varieties; and
sashimi shouyu̶the rarest type, and also Oka Moichiro Shouten’s specialty.
According to Mr. Oka, soy sauce is usually made by steaming soya beans
and boiling down wheat, which is then mixed together, and left for a few days to
produce a starter mould called kouji. Saltwater is then added to the mix, producing
moromi, which can be left to ferment in large wooden barrels for up to years at a time.
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The fermented moromi is ﬁnally squeezed, and the liquid that comes out is heated,
resulting in the soy sauce that we know and love.
As we found out, there is something special about sashimi shouyu, which
has been the soy sauce of choice in Hirata for centuries. To my surprise, the name
sashimi did not refer to its use as a sashimi (raw sliced ﬁsh) seasoning, but was in fact
a shortening of saishikomi (“twice prepared”). To make saishikomi soy sauce, Mr. Oka
explained that instead of adding saltwater to the kouji, soy sauce is added instead. This
reuse of soy sauce results in an exceptionally full-bodied product, rich in umami and
sweetness; however, such production is time and labour intensive, which is why less
than one percent of soy sauce in Japan is produced in this way.
To prove the diﬀerence in quality, Mr. Oka encouraged us to sample each
soy sauce on the table. The ﬁrst that we tried was a store-bought, generic brand of
koikuchi soy sauce. It tasted like any other soy sauce I had used in the past̶salty,
with hints of soy. Next, we tried a karakuchi (dry and lighter bodied) sample of Oka
Moichiro’s signature saishikomi soy sauce̶and I was instantly blown away. An
intense ﬂavour of soy ﬁlled my mouth; brimming with deep notes of umami, it still had
a crisp ﬁnish. We then tried an amakuchi (sweet and full bodied) batch of Oka
Moichiro’s sauce, and I was again ﬂoored. Strong, sweet, and rich in ﬂavour, it had an
almost velvety texture, leaving a delightful umami aftertaste in the mouth.
For 1000 yen, visitors can tour the brewing facility itself. We saw the
giant, two-meter wooden barrels containing batches of moromi in various stages of
fermentation, and also the equipment used in pressing and heating the liquid. After the
tour, visitors receive either a small bottle of saishikomi soy sauce̶or soy sauce ice
cream!̶as a souvenir. Without a doubt, Oka Moichiro Shouten’s array of products
(with many additional ﬂavours) has changed my view of soy sauce entirely.
In the fast-paced, ever changing world outside of Momenkaido, it is
precisely the respect for tradition which makes these family-run businesses relevant.
People from all over come to experience these ﬂavours, tested by time, and perfected
by discerning generations of family artisans. There were no ﬂashy sales pitches̶just
stories of these masterful crafts of food which are being passed on to this day. I can
imagine myself sipping a cup of Mochida sake while enjoying some of Shimane’s
freshest seafood, dipped into the rich and ﬂavourful soy sauce of Okamo Ichiro
Shouten, and ﬁnishing with a cup of tea and ginger sugar from Kurumaya
Shougatou̶all testaments to this charming neighbourhood.
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統への愛情が込められたおかげで出来上がったものとよく分かった。
作り立ての生姜糖を食べてみた。手で持つと、宝石のようにきらめいた。今まで人生で
美味しいお菓子をたくさん食べてきた私でも、素晴らしく感動した。気持ちのよい歯ごた
えから、
だんだん口の中に溶けて上品な甘さが広がり、その後に生姜の爽やかな辛さを
味わえた。砂糖に味の深みを与える生姜について、
「生姜は主役ではなく、名脇役だ」
と来
間さんは言った。
抹茶味など様々な商品があり、
パッケージのデザインは創業以来基本的に変わらないま
ま伝えられてきた。
お茶の休憩をするなら、
来間屋生姜糖本舗の生姜糖はとてもよく合うと
信じている。
木綿街道の味めぐりの終点として、
120年以上歴史のある醤油の醸造元
「岡茂一郎商店」
に行ってみた。
お店に入ったら、
陽気な岡さん
（現在8代目）
はテーブルの周りに私たちを集
めた。
そのテーブルの上に、食欲をそそる醤油の香りが満ちていた。無料で醤油のテイス
ティングが楽しめる。
醤油には5つの種類があると岡さんが説明した:よく見られる
「濃口」
、
より軽くて少ししょっ
ぱさ強めの
「薄口」
、
主に中部地方で作られる濃厚な
「たまり醤油」
、
一番軽い
「白醤油」
、
と岡
茂一郎商店の専門であり全国でわずかしか作られない
「さしみ醤油」
。
醤油の基本的な作り方はまず、
大豆と小麦を加熱し混ぜ合わせる。
数日間かけて麹
（こう
じ）
をつくる。
これに食塩水を加え
「諸味
（もろみ）
」
ができる。
場合により何年間もかけてゆっ
くりと熟成させる。
十分に発酵した諸味を絞り、
この
「きあげ醤油」
をもう一回加熱したら、
皆
の愛する醤油が出来上がる。
岡さんの説明を聞いて分かったのは、
何百年にわたり平田地域で一般的に好まれる
「さ

しみ醤油」
には特徴がある。
「さしみ」
というのは刺身に使用することを指すのではなく、
実は
「再仕込み」
の略語である。
再仕込み醤油は食塩水の代わりに、
できあがった醤油をもう一
度諸味に加えじっくりと熟成することで、
濃く、
旨味、
甘味のあるリッチな醤油だ。
かなり時間
と手間がかかる製法なので、
国産の醤油の1％以下しかこのように作られるものはない。
味を比較するために、
テーブルにある醤油を試した。
まず基準としてスーパーでよく見
かける普通の濃口醤油を試してみた。少ししょっぱく、大豆の味で、今まで食べた醤油と同
じだった。続いて、岡茂一郎商店の再仕込みの辛口醤油を試したが、感動した。濃厚な大
豆の味が口の中に広がり、旨味が満ちたさっぱりした良い後味を持つ。最後に岡茂一郎
の甘口の方を試し、かなり驚いた。濃く、豪華な甘さと良い舌触りで、最高級の旨味が印象
的だった。
1000円で醤油蔵を見学することもできる。
深さ約2メートルの大きな桶の中に、
様々な熟
成の段階にある諸味、
それを絞ったり加熱したりする機械も近くで見られた。
見学が終わる
と、
お土産として再仕込み醤油の小さい瓶か醤油アイスをもらう。
岡茂一郎商店の幅広い醤
油の味は、
私の醤油に対する印象を間違いなく変えてくれたと思う。
展開が速い世の中、
木綿街道は、
伝統を尊重する老舗があるからこそ注目されていると
思う。何代にもわたり洞察力のある職人が努力を尽くし、完璧に美味しいこの町の味を、
遥々遠くから味わいに来る人も少なくない。
木綿街道で受け継がれてきた味の芸術品につ
いて面白い話を聞いたが、
派手な売り込みの口上は一切なかった。
酒持田本店の日本酒を
少しずつ飲みながら、
島根県の海の採れたての刺身を岡茂一郎商店の高級な醤油につけ
て味わう、
終わりにお茶と来間屋生姜糖本舗の生姜糖をいただくという、
私には楽しい想像
ができる。
皆さんもこの魅力的な町の味をぜひエンジョイしてみてください。
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Lee Jung-Hyun

On a day stuck with the lingering cold of early spring, we went
to a town called Hirata in Izumo city, where we visited an old neighborhood
called “Momenkaido”. We met our guide, Hirai-san of the Momenkaido
Promotion Association, at the Momenkaido Tourism Center and she gave us
a walking tour of “Momenkaido” Cotton Road. The Momenkaido Tourism
Center is a place where visitors can get help in ﬁnding a guide or
participating in experiential activities.
Walk around Momenkaido and you can feel the history; shops
that have been in business for over 100 years line its streets, but between
those you can also spot newer shops, ones renovated from abandoned
houses. There is one that pops out, on a quiet street, a fancy restaurant with
a queue of young girls waiting to get in. With our prior reservations, we
were able to get in without having to wait. We had their delicious Italian

これからの
木綿街道
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course, which had a good price point and proved to be a feast for my mouth
and eyes. The manager of this restaurant [Trattoria 814] was not from
around here, but like the artisans of the long-established shops in
Momenkaido, he is very passionate about his cooking.
The restaurant [Trattoria 814] isn’t the only new shop that has
been created from a residential home. There is a shop [Bunkichi Tamaki]
that succeeds the Matsue famous ‘Hirata Udon’ from the Edo period, their
local Hirata version of udon uses noodles stretched by hand and made with
egg instead of oil. There is also a café [Horizon Coﬀee] which is only open
on weekends and holidays, a lodge [NIPPONIA Izumo Hirata Momenkaido]
located in a slightly renovated 250-year old sake brewery, and a creative
bookmaking shop [Agoya] where one can make their very own notebook.
The residents and shops of this neighborhood share a common
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これからの木綿街道
立春を迎え、余寒が訪れた日、私たちは出雲市平田町の昔と今が残る
「木綿
街道」
を訪問した。一般社団法人木綿街道振興会の平井さんと
「木綿街道交流
館」
で会って木綿街道を一緒に歩き、
ガイドしてもらった。
この交流館は木綿街
道のガイド及び体験観光に対応してくれる所である。
木綿街道には創業100年を超えるお店が並んでいて昔の趣を感じられると
同時に空家の古民家を改装した新しいお店も目につく。特に、閑静な街にお
しゃれな若い女性たちが待ち並んでいるオシャレなレストランがあった。私た
ちは予約をしておいたおかげで待たずに食事をすることができた。
コスパが良
い美味しいイタリアンコース料理で目と口が幸せになる時間を過ごせた。
この
レストラン「Trattoria814」の店長は他の地域の出身だが、木綿街道の老舗の
職人精神に負けないほど料理に熱心な方だという評判を聞いた。
古民家を活かした新しいお店は私たちが食事した
「Trattoria814」
だけでは
なく、松江藩御用達だった‘平田うどん`を受け継ぐ
「文吉たまき」
（このうどんは
平田地域固有で油の代わりに卵を入れた手延べうどんだ）。土日祝日のみ営
業しているカフェ
「Horizon珈琲」、築250年の旧酒蔵を最小限の修復にとど
6
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め、昔そのままを残した宿「NIPPONIA出雲平田木綿街道」、紙の造形作家が
営む独創的な製本の店で、自分だけのオリジナルノートを作ることができる
「吾郷屋」などがあった。
この街のお店や住民には木綿街道の古いものを保存するだけではなく、古
いものを保存しながら持続可能な新しい価値観を取り入れようとする共通の
哲学があるそうだ。
木綿街道の哲学を人々に知ってもらい、保存するため、住民やボランティア
で構成された人々は空き古民家を修理する際、掃除や工事に参加したり、
ワー
クショップやシンポジウムの開催などを行政の支援無しに行っている。空き古
民家に同じ価値観を追求できる店が生まれ、観光振興や訪問客増加を図るた
め、様々なイベントを開催している。
また、木綿街道を受け継ぐ次世代の育成
や文化継承をするため、小中高校の授業への協力や大学と研究活動を行って
いる。平井さんの説明と写真の中に、多くの人が大きな愛情を持って木綿街道
の保全のため、努めていることが感じられた。
平井さんに木綿街道のこれからのための価値観について聞いてまとめてみた。

Shimane Prefecture, Japan

philosophy of not only preserving Momenkaido by saving what is old but to
also adopt new ideas and create values for sustainability.
They want people to know about the philosophy behind
Momenkaido. In attempts to preserve it, an organized group consisting of
volunteers and residents, without the help or support from the government,
participate directly in the cleaning and construction of ﬁxing abandoned
houses and the holding of events such as workshops and symposiums.
Those renovated abandoned houses later become the home of new shops
that share the same values, and those many events for tourism promotion
and attracting more visitors. Not only that, but they also collaborate with
elementary and junior high school classes, as well as university research
activities to foster the next generation, who will inherit Momenkaido Cotton
Road and pass on its culture. Listening to Hirai-sans presentation, I was
able to imagine the amount of love the people have, that drives them to
work this hard to preserve Momenkaido.
This is the summary of values regarding the future of
Momenkaido, told to us by Hirai-san.

[For the Future of Momenkaido]
First, for the preservation and harmony of the neighborhood,
re-using as much as possible before adding anything new.
Secondly, to protect the environment of the assiduously
working multi-generational family businesses and employees involved in
community planning so they do not lose the will and passion that drives
them.
Third, to politely treat people who appreciate our values and be
a place where they can observe the dedication of our artisans.
Lastly, “to not be forgotten”, to keep searching for the best
choice for each and every one of our goals, and to make our vision of the
future of the neighborhood a reality.
Aside from the shops that are currently open, there are plans to
open new shops like cafés and lodges. New places will bring in new faces.
However, they simply do not want this to be a regular tourist destination
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visited by hordes of people. But welcome a smaller amount that they can
handle and won’t interfere with the daily grind of the workers of
Momenkaido. And hope to get the kind of visitors who understand the
values of Momenkaido.

I like their philosophy of “to not be forgotten”. There is a saying “u
no mane suru kurasu” which in English means “a crow imitating a commorant
will drown”. Just like the saying, rather than forcing themselves to imitate the
better competition and appeal to the masses, they would rather be kept in the
hearts of the few that love and understand its values. With more people who
share their values, they can revisit the better days of the Meiji era when it
once ﬂourished with cotton trade. Without a doubt, they are trying their
hardest to protect it. There is hope for the future of Momenkaido.

●Japanese
～「木綿街道」のこれからのために～
第一に、町並み景観の保存と調和のため、古くからあるものを最大に生かし
ながら、新しい価値観に合うものを追加すること。
第二に、昔から受け継いでいる家業やまちづくりに関わる従業者がこれま
でのように職人精神や意志を失わずに丁寧にやり続けることができる環境を
守っていくこと。
第三に、木綿街道の真の価値を理解する方々に丁寧なおもてなしをし、
それぞれの誠実な仕事ぶりを観る為に観光客が訪れる所になるようにす
ること。
最後に、周りに流されず、目的に向かって一つ一つのことについて最も良い
選択が何かを考え続け、
「私たちの目的」
を町の未来に繋いでいくこと。
現在、営業中のお店の他にも新しい宿、
カフェなどもオープンする予定だそ
うだ。新しい所は新しい人の流入をもたらすと思われる。
しかし、単に多くの人
が訪れる普通の観光地にはなって欲しくないという。木綿街道で働いてきた
人々の業務の妨げにならない範囲で、木綿街道の追求している価値観を理解

してくれる人々に訪れてほしいそうだ。
私は彼らの哲学の中で、
「 周りに流されずに目的に向かっていく」
というとこ
ろが気に入った。
「 鵜の真似する烏」
ということわざのように売れている所と比
較し、無理矢理に合わせて真似してみようとすることより、周りに流されず、そ
の精神がよく受け継がれていくように、その価値を分かってくれる人々に愛さ
れる場所になることを願う。
このように考えている人が増え、かつて明治時代、
木綿の交易で栄えていた時の姿を取り戻してほしい。
ここを守り続けるために
常に最善を尽くされるに違いない。木綿街道の未来が期待される。
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縁切りの神様に会える
宇美神社

Umi Shrine: Meeting the
Deity of Separation
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Liliya Khakimova

Have you ever thought about cutting ties with someone or

Map

something?

Even when you feel lonely, there might be things you would gladly
leave behind̶not just people, but bad habits, disease, work troubles, anything.
“By cutting the bonds of fate and purifying oneself, one separates
from these things, thus conﬁdently walking towards a new life.”
I found the ideology of such a shrine interesting, and decided to visit
Hirata, Izumo City, to see Umi Shrine̶known for enshrining the deity of
“separation.” There I heard the legend of Izanagi and Izanami, husband and wife
deities. These two gods, who loved each other dearly, together made a country by
giving birth to many other gods. One day however, when giving birth to the deity
of ﬁre, Izanami suﬀered a serious burn and died.
Izanagi suﬀered greatly, and decided to ﬁnd and bring back Izanami
from Yominokuni, the land of Death. There he found Izanami, but it was too late;
she had already eaten food in this land which changed her, and she could no
longer return to the living.
Izanagi had to ﬂee from Yominokuni, and at the border between the
land of the dead and the land of the living, he and Izanami made a ﬁnal farewell.
In that moment, Kotosakano-no-mikoto̶enshrined at Umi Shrine̶
was born. "Kotosaka" means "breaking
relations," and symbolizes separation and
puriﬁcation.
Around Umi Shrine you can see
ishiki-kazari, a folk art of the Izumo region.
Ishiki-kazari are dolls made of dishes, bowls
and other items. They are also known as
yorishiro, objects capable of attracting spirits.
In total, there are 28 small ishiki-kazari at the
shrine, so you can amuse yourself by trying to
ﬁnd them all.
The initial way to pray at this

shrine is similar to others: you must bow twice, clap your hands twice, and bow
once again.
If you wish to sever ties with someone or something, you receive a
piece of wood, writing your name under “wa” (oneself); then, you must write what
you wish to cut ties with under “kiri” (cutting), and ﬁnally write what you wish to
be connected with under “musubi” (connection). Finally, you split the piece of
wood at the seam into two pieces, between “cutting” and “connection.”
Then, you must breathe on the “kiri” piece of wood, putting it into a
designated box. Once complete, you must walk clockwise around the main shrine
to a smaller “musubi” shrine. There, you place the “musubi” piece of wood on the
shrine's stone, say a prayer, and put it into a small pouch (included as a set), which
becomes your personal charm.
Needless to say, I opted to try this “separation” experience, by making
a prayer and writing my expectations on the piece of wood. In fact, I have noticed
that my problem of the past has already not bothered me that much.
I cannot say for certain if my successful “cutting of ties” was a result of
a deity's good will, or my own eﬀorts. But after all, you cannot move forward in
life without having intention̶without it, nothing will change. So maybe it is
important to sometimes write out your thoughts ̶what you want to do and what
you don't. After all, you can only face the world after facing yourself.
So, why not try it at a shrine ﬁrst?
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縁切りの神様に会える宇美神社
リリヤ・ハキモヴァ
縁を切りたいと思ったことがありますか。
人生の寂しさの中に自分がいる時でさえ、
意外と切りたい柵も一つや二つ出てくるもので
す。
それは人であったり、
自分の癖、
病気や仕事の問題などであったりなんでもありです。
「縁を切り身を清めることでこれらを断ち切り新たな人生を前向きに歩んでいく」
そんな事もあるね、
と初めて縁切り神社の存在を知って少し驚きました。
そういう神社が気になって、
縁切りの神様で知られている出雲市平田町の宇美神社に参
拝しに行ってみようと思いました。
そこでイザナギとイザナミという夫婦の神様の話を聞きました。
お互いのことが大好きな
二柱は共に国造りに関わって沢山の神様を生み出しました。
でもある日、
イザナミは火の神
様を生み、
大火傷をしてしまい亡くなりました。
イザナギは大変悲しみ、
死の黄泉の国へイザナミを迎えに行きました。
そこではイザナミ
に会えましたがイザナミはもう黄泉の国の食べ物を口にしたため姿が変わり、
戻れなくなっ
てしまいました。
イザナギは黄泉の国から逃げ去って現世との境でイザナミとの永遠の別れをしました。
そこで宇美神社に祀られているコトサカノオノミコトが生まれました。
「コトサカ」
は
「関係
を裂く」
という意味を表し、
縁切りと浄化を象徴しています。
宇美神社のあらゆるところに出雲の民俗芸術である一式飾りがあります。
お皿や茶わん
などで作られた人形で、神様の依り代になるために置いています。全部で28体の小さな一

式飾りがあって、
それを探して歩くのも一つの楽しみです。
この神社の参拝方法は、
他の神社と同じで二回お辞儀をして柏手を二回打ち、
一回お辞
儀をするというやり方です。
縁切りの仕方としては木札を手に入れて
「我」
のところに自分の名前を書いて
「切」
のとこ
ろに縁を切りたい物を書き、
「結」
のところに縁を結びたい物を書きます。
「切」
と
「結」
の間の
折り目で真っ二つに割ります。
「切」
の木札に息を吹きかけて縁切り箱に入れ本殿の裏側を時計回りに通って縁結神社
に行きます。
そこでは
「結」
の木札を拝殿に置いて参拝し、
木札とセットになっている袋に入
れてお守りとして身につけます。
私ももちろん参拝して木札に自分の想いを書いてみました。気づいたら時間が少し経っ
てから悩んでいたことに関してはそんなに気にならなくなってきました。
そこは神様のお陰なのか自分の努力なのかと聞かれても知る由もないですね。
やっぱり
自分の意志がないと前に進まないし、
何も起きないと思います。
たまには心の想いを込めて
その思っていることを、
やりたいこと、
やりたくないことをはっきり口にすることが大事なので
はないでしょうか。
自分とちゃんと向き合ってから、
世界と向き合うことです。
そんな自分との向き合いを宇美神社から始めてみませんか。
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