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和食―岛根人的传统饮食文化
人与自然合作的佳酿

感受鱼糕之美，品味传统技艺
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自然の力と人の力が醸し出したもの 高侖希
　粉雪が舞い降り息が白くなる冬になると、外での活動が減って室内で過ごす

時間が長くなる。冬に雨や雪の日が多い島根県は、一段と外出しづらくなる。で

も、こんな寒い季節でも楽しみはある。冬のスポーツ、温泉、旬のおいしい料理。

特に、温かい鍋料理やおでんなどの汁ものは、冷えた体を温めてくれるありがた

い存在だ。ここに日本酒の熱燗を添えると長い冬の晩ももう怖くなくなる。

　豊かな自然環境に恵まれた島根県は、水がきれいで米が美味しい所である。

水と米が美味しいことから、ここで造る日本酒は美味しいに決まっている。 

　今日は島根にある30数ヶ所の酒蔵の中で、「月山」という日本酒を製造する吉

田酒造を訪れた。私は初めて飲んだ月山に惚れ、日頃から周りの人に勧めたりし

ていたので、吉田酒造を訪れるのがとても楽しみだった。

　吉田酒造は1826年からお酒を造ってきたという記録が残っている。ほぼ200

年の歴史を誇る由緒ある酒蔵だ。今は酒造や店の運営に携わっている人、合わ

せて10人がこの歴史を受け継いでいる。 

　酒蔵で私達を迎えてくれた専務取締役の吉田さんと杜氏の足立さんは、私の

予想と違ってとても若い方だった。そして、その若いエネルギーで、寒い日にも

関わらず月山について熱く語ってくれた。中でも最も強調されたのは原料の水と

米に関してだった。

　水は一般的な日本酒の約8割を占めるが、月山の場合1km離れた山奥の井

戸から引いてくるという。お茶の水にも使われるほど良い水で、ミネラル含量が

低い超軟水だそうだ。また米は島根の水を吸い込んで育った島根の酒造好適米

で、通常の飯米より1.3倍大きく、どれもコシヒカリより値段の高い品種だ。1年で

使われる米は約100トンで、雑な味や

苦い味を無くし純粋な味にするため

に削られる量が多い。特に大吟醸は1

トンの玄米を原料とすると、実際にお

酒にかわるのはわずか175kgだそう

だ。削られたものは家畜の飼料や畑

の肥料として使われるそうなので、

日本酒ってとても贅沢なものに感じ

られた。
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　　点点细雪慢慢飘落,又到

了能呼出白气的冬天。一到

冬天，在外的活动逐渐减少，

大部分的时间都在室内度过

了。尤其是在多雨雪天气的

岛根，冬日更难外出。但是，

即便在这不适合外出的寒冷

季节，却也有它的乐趣。冬季

的冰雪类运动，温泉，只有冬

天才有的美味料理。尤其是

温热的带汤汁类的关东煮和

锅料理，能把整个人暖起来，

实在是让人心生谢意。此时

配上热热的日本酒，漫长的

冬日夜晚也不那么可怕了。

　　岛根承蒙自然眷顾，水

清米优。正因为如此，在这里

酿造的日本酒自然是相当好

喝的了。

　　岛根有几十所酿酒厂，今天我们拜访了制造“月山”这个牌子日

本酒的吉田酒造酿酒厂。我第一次喝月山就喜欢上了它的口感，平

时也被大家打趣，所以特别期待去吉田酒造采访。

　　据记录记载，吉田酒造酿酒厂自1826年起就开始酿酒，是一个

拥有多200多年的酿酒历史的酿酒厂。现在包括酿酒，店铺运营一共

有10人左右在继承着这一历史。 

　　来迎接我们的是酒厂负责人吉田先生和酿酒总负责人足立先

生跟我想象的不大相同，都是年轻人。即便在这寒冷冬日，他们也用

这年轻的能量给我们讲了许多关于“月山”的知识。其中多次强调的

莫过于酿酒的原料：水和米的重要性了。

　　水大约占日本酒的80%，“月山”是用大约1km之外的深山水酿

酒。据说这也是非常适合用来喝茶的低矿物质超软水。酿造“月山”

用的米是岛根的水培育的专门用来酿酒的米。比一般的米要大1.3

倍左右，是比越光米还要高级昂贵的品种。１年大约要使用100吨米

来酿酒，为了能够酿造出无杂味无苦味的美酒，米的很大一部分要

被削掉。特别是在制造大吟酿的时候，用1吨左右的玄米作为原料，



　日本酒は何の添加物も入れず酵母菌と麹による並行複発酵で造られるそう

だが、他の菌の繁殖を抑えるために主に寒い冬に造られる。私達は「蔵に来る日

は納豆を食べないように」と注意されたが、これも力の強い納豆菌が酒造に必

要な菌を殺してしまう可能性があるからだ。 

　私達は蔵の中で精米室、酵母室、麹室、発酵タンク室、濾過室、貯蔵室などを

次々と見て回った。特に印象的だったのは発酵タンク室だった。ここは琺瑯（ほう

ろう）で作られた大きなタンクが並んでいる所で、日本酒の仕込みが行われる最

中だった。仕込みは米と水と麹を一回で混ぜず三回に分けて混ぜる三段仕込み

をするそうだ。最後の仕込みが終わってから15日が経ったタンクの中では甘く

て香ばしい香りが漂っていた。タンクの中を覗いてみたら、マッコリのような乳白

色の液体からブクブクと泡が立ち、発酵する元気な音が聞こえた。こうして発酵

が終わったものは絞る過程に入るが、絞ったものを味見してみる作業も欠かせ

ない。新しい日本酒の誕生を見守る過程はこのように目と耳と口で行われる。

　現在、吉田酒造は14種類の日本酒を生産しているが、同じ種類でも原料と時代

の流行によって味は変わっていくそうだ。そして、一つの瓶の中のお酒でも時間が

経つと味が丸くなるそうだ。月山は夏が過ぎ

た頃が一番おいしいと足立さんが教えてく

れた。

　水と米と麹、ここに酵母の力と人の力が

合わさって生まれる日本酒。単純な材料か

ら広がる多彩な味と香り。日本酒の魅力と

奥深さを再び感じた一日だった。
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吉田酒造 
〒692-0404 安来市広瀬町広瀬1216
TEL 0854（32）2258 
FAX 0854（32）2267
http://www.e-gassan.co.jp/ 

吉田酒造
〒692-0404
安来市广濑町广濑1216
TEL: 0854-32-2258
FAX: 0854-32-2267
http://www.e-gassan.co.jp/ 

最后酿成的酒只有175kg。削掉的部分都作为家畜的饲料或者田地

的肥料。不禁让我觉得日本酒真是很奢侈。

日本酒是没有任何添加物，只用酵母菌和酒曲进行并行复发酵后而

成。为了抑制其他菌类的繁殖，大多在寒冷的冬天酿造。因此，我们

也在来酒厂之前被告知千万不要吃纳豆，因为纳豆菌可能会杀死酿

酒所需的菌。

　　我们依次参观了酿酒厂里面的精米室，酵母室，酒曲室，发酵

室，过滤室，贮藏室等等。印象最深刻的就是发酵室了。一进发酵室，

就看见珐琅制的发酵罐并列其中，正在进行发酵。据介绍,下料不是

米、水、酒曲一次混合而是分三次分别混合而成。最后一次的混合完

成大约15天后就会从罐中飘出醇厚甘甜的香味。向罐中望去，像玛

可利酒（Makgeolli-韩国传统浊酒）一样乳白色的液体在不断地咕嘟

咕嘟冒泡，还听得见发酵的声音。发酵过程结束后，就要尝尝酒的味

道了。日本酒就是这样用眼睛看，用耳朵听，用口尝的用心守护下而

诞生的。

　　现在吉田酒造生产着14种日本酒，即便是种类相同，由于原料

的改变以及时代的变迁，味道也在逐渐改变。而且，同一瓶酒也会随

着时间的流逝而越发醇厚。足立先生告诉我说，过了夏天就到了“月

山”最好喝的时候了。

　　水，米，酒曲，还有酵母的力量和人的力量一起酿成了日本酒。

简单的材料却酿出丰富多彩的醇香。今天让我再次感受到日本酒的

魅力与深刻。
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蒲鉾の美と匠の技を味わう 李　琨
　昨年末、「和食―日本人の伝統的な食文化」はユネスコ無形文化遺産に登録

された。和食は世界中で注目を浴びている。和食としての一翼を担う蒲鉾は、美

味しさ・ヘルシーさ・鮮やかな彩りを兼ね備え、日本人に好まれる身近な食品

だ。日本で魚が美味しいところには必ず蒲鉾の名産品があるという説がある。豊

かな水産資源に恵まれた島根県も無論例外ではない。同県の出雲地域の蒲鉾

は全国にその名を馳せている。

　先日、私は出雲大社の近くにある、長い歴史を有した出雲市の老舗蒲鉾屋

「岩永邦商店」を訪れ、その製造の模様を取材した。1960年に開業した岩永邦

商店は数十年来、手を緩まずにより高い品質の蒲鉾作りに努めており、島根県

の代表的な老舗ブランドの一つだ。このお店の10名の職人さんは誰もがベテラ

ンだという。

　2代目社長の岩永邦夫さんに蒲鉾の製造工場を親切に案内して頂き、さらに

細工蒲鉾の作り方を披露して頂いた。厳選された鯛とスケソウダラを主原料に

したすり身には粘りと弾力があり、柔らかな白さが特徴だ。岩永社長は蒲鉾の専

用道具の手付包丁で、すり身を蒲鉾板に盛り付け、鯛の形の輪郭を作り、丁寧に
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蒲鉾の美と
匠の技を味わう

　　去年，“日本的传统饮食文化——和食”成功被联合国教科文组

织（UNESCO）认定为非物质文化遗产。日本饮食再次受到世界广泛

关注。其中，鱼糕作为和食重要的组成部分，以其美味、健康、艳丽色

彩而著称，是深受日本人喜爱的食品。据说，凡在日本渔业资源发达

的地方，都有知名的鱼糕品牌。拥有丰富渔业资源的岛根县自然亦

不例外。该县出云地区的鱼糕驰名全国。

　　日前，笔者造访了毗邻出云大社、拥有悠久历史的出云地区传

统鱼糕老店“岩永邦商店”，对鱼糕的生产过程进行了采访。该店创

业于1960年，数十年来始终倾注全力致力于制作高品质的鱼糕产

品，是岛根县最具代表性的传统品牌之一。该店现有的10名员工都

是制作鱼糕的高手。

　　当天，该公司第2任社长岩永邦夫先生热情地带我们参观了鱼

糕的制作现场，还亲自演示了制作“食

雕鱼糕”的全过程。鱼糕的原材料主要

为精选鲷鱼和黄线狭鳕鱼肉泥。该鱼

肉泥的特点突出，拥有良好的粘性与

弹性，肉质呈柔和的淡白色。岩永社长

手握制作鱼糕的专用刀具，将肉泥轻

巧地盛放到竹板上，用模具刻出鲷鱼

的大致形状，再对细节加以细致雕琢，

随后将事先用食红和竹炭粉染好色的鱼泥描绘在鱼身上，眼睛、胡

须、鳞片⋯⋯转眼间一条生灵活现的红鲷鱼就展现在眼前了。全程

李　琨
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椿などが形造られる。形が精巧になればなるほど職人技が問われるようになる。

蒲鉾の技は正に長い歳月で積み重ねた経験だ。入門から蒲鉾の技に熟達する

まで少なくとも3年以上かかるのだ。細工蒲鉾の技を身につけるために更なる時

間が必要だ。

　社長によると、蒲鉾は歴史が長く、確認できる最古の資料として、1115年の文

献（『類聚雑要抄』）に載っている。業界団体はその数字をとって11月15日を「蒲

鉾の日」としている。彩り豊かな蒲鉾は数百年の歴史を歩んできた今、なお強い

生命力があり、正に歴史をしっかりと受け継ぎ、生きている食文化と言える。それ

は単に「おいしい」という感覚にとどまらず、自然観・宗教・哲学などといった日本

人の精神性と美学に深く根ざしていると言えるだろう。

　勿論、飲食生活は次第に洋風化され、商品が大量生産される中で、如何に「和

食」を受け継ぐのか既に課題の一つになりつつあるが、蒲鉾は国内外から注目

され、好まれている中、きっとより輝かしい将来があるに違いない。

整え、指先で蒲鉾板を支え、手付包丁で余分なすり身を削り、きれいに曲線を形

作った。それから、食紅や竹炭パウダーで着色されたすり身で鯛の目やひげやう

ろこまで細かく描いた。あっという間に一匹の赤鯛ができあがった。さすがに老

舗蒲鉾屋さんだけあって、手際よく、両手をテンポ良く動かし、軽快に一連の作

業をされた。この素晴らしい匠の技に驚嘆の気持ちで胸が一杯になり、脱帽した

くなる。

　品揃えの豊富なこのお店では、「あご野焼」と「細工蒲鉾」がものすごく人気が

ある。特に「あご野焼」はお店の最も自慢する目玉商品だ。その主原料は地元産

の貴重な食材のトビウオだ。トビウオは肉質が柔らかく、脂肪率が低く、栄養が

豊富で、一年で、6月～8月までの3ヶ月間しか捕れないため、産量は極めて限ら

れる。間違いなくとても得難い珍味だ。

　「細工蒲鉾」は重要な行事で最高のおもてなし料理に欠かせないものだ。そ

の時によって、細工蒲鉾の形も意味も異なる。例えば結婚式などお祝い行事に

は、縁起の良さのシンボルとして鯛・鶴・亀・松竹梅・伊勢海老など色彩豊かな図

柄がよく使われる。一方で、法事用の場合、お仏様への供え物とされる葡萄・菊・
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と动作轻快，一气呵成。果然是老店高手，岩永先生如火纯清的精湛技

艺不禁令人为之击节叫好。

　　这家老字号的鱼糕商品玲琅满目，尤其以两种商品最有人

气——“野烧鱼糕”和“食雕鱼糕”。野烧鱼糕是这家店最引以为豪的

招牌商品。该鱼糕所用原料为当地的珍贵食材——飞鱼。飞鱼优质

鲜嫩，脂肪含量低，营养丰富，一年之中仅能在6—8月这三个月捕

获，故而产量十分有限，是不可多得的珍馐美味。

　　“食雕鱼糕”则是在各种重要仪式上不可缺少的菜品。在不同场

合，鱼糕造型不同，寓意也不一样。例如在结婚等喜庆场合，其造型

多为鲷鱼、仙鹤、长寿龟、松竹梅、伊势龙虾等。而在举办丧事时，则

多为葡萄、菊花、山茶花等造型，用来供奉佛祖。精致的造型自然对

手艺人提出了更高的要求。掌握鱼糕技术需要经验和岁月的积累。

从学徒到掌握鱼糕制作技术，至少需要3年以上的时间。而要熟练掌

握“食雕鱼糕”技术，则需要花费更长的时间。

　　据岩永社长介绍，鱼糕历史悠久，早在公元1115年的文献（《類

聚雑要抄》）中就有对鱼糕的记载。现在日本相关团体取其数字，将

每年的11月15日定为“鱼糕日”。色彩绚烂的鱼糕历经数百年的历史

延续至今，展现出强大的生命力，是对历史的传承，是活着的饮食文

化。可以说鱼糕带给人们的不仅仅是可口的味道，还有深深扎根于

其中的日本人与生俱来的自然观、宗教、哲学和审美意识。

　　当然，不可否认在饮食生活日益西化，商品大批量生产的背景

下，今后如何传承“和食”文化已逐渐成为一大课题。不过，随着海内

外有越来越多的人喜爱鱼糕，相信鱼糕的前景也会越来越光明。

島根県水産技術センター提供 以上资料由岛根县水产技术中心提供
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明日に架ける縁結び箸 デミアン・クレイグ
　出雲大社の真ん前にある神門通りに創業明治40年で100年以上の歴史のあ

る「ひらの屋」という特別な店があります。ここに不思議な物があると聞き、2月の

中旬に行ってきました。その物は｢縁結び箸｣というのです。車から降りると、奇妙

な雰囲気を感じました。それは出雲大社の雰囲気です。

　出雲地域は「神話の国」と呼ばれ、古代から日本の文化にとって大事な場所で

す。60年に1度の大遷宮で大社の本殿を修造することをきっかけに神門通りの

周辺も新しくなりました。ひらの屋の店舗もリフォームされ、去年12月に再開し

ました。店入口横に大型の縁結び箸も模型がついています。

　実は縁結びと言えば、男女の関係だけではなく、親子や友情など、人と人の間

にある絆を指す言葉です。しかし、縁結び箸はやはり男女の関係に集中していま

す。数年前から、都会の独身の女性の間で出雲大社が人気になり、恋愛や結婚

が成就するよう、祈りに来る観光客が増えてきました。男女が巡り合う赤い糸で

結ばれた箸がその観光客に大人気だそうです。

　ひらの屋の店長である平野顕久（ひらのあきひさ）さんによると、その糸が近く

の平田町にある縁結び神社でお祓いしていただき、箸を結びつけているそうで

す。箸を買ったら、糸を解き、その糸だけを結んで、お守りの中に入れると、必ず

良い恋愛に出会うということです。無料で箸に自分の名前を刻んでもらうことも

できます。ハングルの文字などは難しいらしいですが、英語のアルファベットなら

刻めます。ピカピカ光った金色の名前を見ると、いつか結婚ができるんだと勝手

に思いました。一緒に取材に来ていた国際交流員も箸を買い、自分の名前を刻

んでいただきました。出雲大社まで来られない方のため、ホームページで注文

ができ、国内配達は可能だそうです。

　結婚し、また来店したら、自分の箸に結婚相手の名前を刻み、結婚相手は違う

色の縁結び箸をプレゼントされます。もちろん、無料で2人の名前も刻んでもらえ

ます。特別なボックスももらいます。壁に貼ってあるのは縁結び箸で結婚した夫

婦の写真ばかりです。

　なぜ箸とご縁が関係しているのでしょう？それは「ヤマタノオロチの退治」とい

う神話の中でスサノオノミコトが地上に舞い降り、斐伊川の川面に流れるお箸に

導かれ、稲田姫に出会えたからです。

　子供の結婚の際、高級である輪島塗の手作り箸を買う親や親戚もいるそうで

●Japanese

明
日
に
架
け
る

　　在出云大社正前方的神门大道上，有一家创建于明治40年

（1907年），拥有百年历史的独特老店——“平野屋”。早就耳闻这里

经营“神奇之物”，遂决定在2月中旬前去一探究竟。所谓“神奇之物”

即为“结缘筷”。一下车就立刻感受到某种奇妙感觉。这，就是出云大

社的独特氛围。

　　出云地区被称为“神话之国”，自古就是日本文化重镇。去年，适

逢出云大社六十年一度的迁宫盛事，即修护大社本殿的传统工程。

借此机会，神门大道及周边地区都进行了整修美化。平野屋也修葺

一新，于去年12月正式对外营业，还特别在店门口装饰有一双超大

的“结缘筷”。

　　就“结缘”一词而言，不仅指男女之间的爱情，也表示友情、父母

与孩子的亲情以及人与人之间的情感纽带。但“结缘筷”则更多指男

女间的感情了。从数年前起，在城市的单身女性中间，出云大社人气

渐旺。为祈盼恋爱顺利、婚姻幸福，人们纷纷来到出云。其中，系着红

绳的结缘筷，寓意永结同心，深受游客的喜爱。

　　据平野屋的店长平野显久（HIRANO AKIHISA）介绍，将两支筷

戴米恩·克雷格（Damien Craig）

情定明日——结缘筷
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す。大会に参加したチームや同窓会の参加者のためにも縁結び箸があり、もち

ろん名前も刻むこともできます。

　「恋愛をしたい!」という方、神話との関係が深い出雲大社に来たら、ひらの屋

で縁結び箸を買いませんか？きっといい相手に出会えます!

●Japanese

子系在一起的红绳是专门到平田町的一座结缘神社进行了驱邪祈

祷加持的。“请”来结缘筷，轻解红绳，编成缘结，放入护身符中，就一

定能邂逅美好的恋爱情缘。平野屋还提供免费服务，可以将顾客的

姓名刻在结缘筷上。目前还不支持刻韩文的服务，但英文字母则全

无问题。看到自己金色的闪着光芒的名字，我不禁暗喜，步入结婚殿

堂指日可待。当天一起去采访的其他国际交流员也购买了结缘筷，

并刻上了自己的姓名。这里特别说一句，即使本人无法亲自来出云

大社，也可以从平野屋的官网上进行订购，全国包邮哦。

　　如果“请”了“平野屋”的结缘筷，遇到意中人，顺利结婚，再次回

访该店的话，店主会将你的伴侣的名字刻在另一支筷子上，还会额

外送给他（她）一套不同颜色的结缘筷作为礼物，并免费刻上两人的

名字哟。同时赠送的还有一个装筷子的特制盒子。这家店的墙上贴

满了因“结缘筷”而喜结连理的夫妻照片。

　　为什么筷子会与姻缘联系在一起呢？这与古代神话“素盏呜尊

斩杀八岐大蛇”有关。神话中，素盏呜尊降临人间，在漂浮在斐伊川

河面上的筷子的指引下，得以与未来的妻子——稻田姬邂逅。

　　据说，在孩子结婚时，部分父母或家人也会购买十分高档的纯

手工打造的“轮岛漆器”以表祝福。平野屋经营的一些结缘筷也可以

作为参赛队友或校友纪念之用。这些都是可以刻上本人姓名的。

　　“我想坠入爱河！”，如果在你心中涌动着这样的呐喊，那请一

定来充满古代神话气息的出云大社，一定要到平野屋“请”一双结缘

筷！这样，你就一定会遇到心仪的那个他（她）。
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http://www.enmusubi-izumo.com
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茶道文化を習う タチアナ・クラピヴィナ
　日本の伝統的な生活と文化を味わいたい人には、大都市から離れた場所に旅

行することをおすすめしています。例えば、島根県の松江市です。松江市は城下町

であり、松江城の周りに武家屋敷が並ぶ風景がまるで江戸時代のように保存され

ています。その街並みと松江城の辺りを歩いてみると、地元生産の和菓子と抹茶

のお店をたくさん見かけます。松江市は茶道と和菓子の文化が盛んで、小京都と

も呼ばれています。

　茶道について詳しく言うと、松江市には茶道の流派が10以上あります。例えば、

素心流（そしんりゅう）、三斎流（さんさいりゅう）、小笠原流（おがさわらりゅう）、不

昧流、羽楽流（うらくりゅう）、表千家、方円流（ほうえんりゅう）、裏千家等です。その

中で、不昧流が現地流派として有名です。不昧流を始めたのは出雲松江藩の第7

代藩主である松平 治郷（まつだいら はるさと）です。

　すべての流派を楽しめる「松江城大茶会」というイベントが毎年10月に行われ

ます。松江城の周りにそれぞれの流派のチームがブースを設置し、お手前を披露

したり、抹茶と和菓子で来場者をもてなしたりします。すべての流派を楽しもうと

思ったら、朝から晩までの丸2日間かかるでしょう。2013年に大茶会の30回目が

行われ、例年開いている2日間の茶会以外にも10～11月に松江歴史館、塩見縄

手、堀川遊覧船で特別の記念事業が展開されました。やはり、茶道のパラダイスで

した!

　私自身は日本茶道に子供の時から興味があり、学校で日本の茶道について発

表したこともあります。松江市に住みはじめてから、茶道が盛んであると知り、とて

も喜びました。そして、自分の家の近くの表千家の教室に通うことにしました。稽古

は佐々木先生が住んでいる伝統的な家の茶室で行われています。茶道の道具も

全部揃っています。先生が茶碗、そして床の間の掛け軸や活け花を季節に応じて

用意しています。例えば、初春にはこの時期に咲く梅の花をあしらった茶碗でお茶

をたてます。私は週に一回通っていますが、「今日はどんな茶碗、何の花を拝見で

きるのかな。掛け軸に何が書いてあるのかな。」と楽しみにしながら先生の家へ向

かっています。

　私と同じ日に通っている生徒が4～5名来ていますから、それぞれがお手前を

順番にします。一人がお手前をしている間、その他の生徒たちが客の役割をしま

す。皆がお手前を終えるまで約3時間かかります。積極的な行動があまりなく、客席

で正座をしながら、じっとお手前の動作を見ます。最初の2回ぐらいは退屈に感

じ、とても眠くなりました。ですが、どんどん茶道の奥深い意味に親しみを感じ、瞑

想をしながら、その時間を楽しむことが出来るようになりました。

　今年の一月に「初釜」（年明けの最初の茶道）というイベントにも参加し、着物を

着て本格的にお手前をし、おせち料理もいただきました。

　茶道を習うことによって、日本の文化のわび、さび、幽玄等の奥ゆかしさと仏教

の背景の理解に広く浅く近づけたのではないかと思います。

　皆さんも松江市にいらしてください!　茶道の文化と触れあったらいかがでしょうか。

●Japanese

Ko YunheeGuo Tian LinLi Kun

　　如果你想品味日本的传统生活与

文化，那我推荐你到远离大城市的地方

行走。比如，岛根县的松江市。松江是一

座“城下町”（译者注：日本的一种城市建设形式。以领主居住的城池

为核心建造的城市。）。松江城四周散落着武家官邸等美丽风景，江

户时代的片光片影被原汁原味地保存下来。漫步于古色街道、松江

城外，售卖本地日式点心与抹茶的店铺纷纷映入眼帘。松江，是一座

茶道文化、糕点艺术底蕴深厚的城市，素有“小京都”之美誉。

　　就茶道而言，在松江竟有十多个流派云集于此。诸如素心流

（soshinryu）、三斋流（sansairyu）、小笠原流（ogasawararyu）、不昧流、

羽乐流（urakuryu）、表千家、方圆流（houenryu）、里千家等。其中，不

昧流是当地最著名的流派，由出云松江藩第七代藩主——松平治乡

（Matsudaira harusato）一手创立。

　　每年10月，松江都会举办“松江城大茶会”。茶会上，大家可尽情

体味不同流派的魅力。每个流派也会在松江城外搭建自己的展示小

屋，向来访者展现点茶艺术，用抹茶和点心款待大家。假如你想把茶

会上所有流派一一体验，据说需要从早到晚足足花费两天时间才

行。2013年第30届松江城大茶会隆重举行，除历届为期2天的茶会

外，从10月到11月，还在松江历史馆、盐见绳手（译者注：古风景观

道）、城市水道游船等设施开展了一系列特别纪念活动。这里不愧为

茶道的天堂！

　　我自孩童时起就被日本茶道吸引，在学校还介绍过日本茶道。

客居松江后，听说这里茶道文化兴旺，我特别高兴，于是到家旁的表

千家茶道教室学习茶道。授课是在佐佐木老师的住所——一座传统

日式房屋的茶室里进行。老师备齐茶道用具，并根据季节的变化，挑

选茶碗，装饰画轴与花束。例如在初春时节，正值梅花盛开，就选用

以梅花做饰的茶碗。茶道课程每周一次。每次去老师家路上，我都怀

揣着小小期待“今天，又会欣赏到什么样的茶碗和花朵呢？卷轴上

又会写（绘）有什么呢？”

　　与我一起上课的还有4、5名学生。每次大家都按顺序进行点茶。

一人点茶时，其他人就扮演茶客。所有人点完茶需要大约3个小时。

其间，几无大的动作，只能在客席上“正坐”，目不转睛凝视他人的点

茶动作。最初的两次课程，我倍感无聊，昏昏欲睡。但随着对茶道世

界奥义的了解和亲近，我渐渐可以在冥想中，充分体味这段时间的

乐趣了。

　　今年1月，我参加了“初釜式”（新年第一次茶会），身着和服，正

式点茶，还品尝到“正月料理”。

　　得益于茶道的学习，我对日本文化中的枯寂之美、幽玄的深奥

意境以及佛教知识有了广泛而浅显的理解。

　　欢迎大家来松江！何不在此亲密接触茶道文化呢？

塔季扬娜·克拉琵薇娜
（Tatyana·Krapivina）

学习茶道文化

Tatyana Krapivina Damien Craig
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