出雲から陽が昇る 大山の麓の中海における朝日観賞ツアー参加について
魏

亜玲

2020 年 9 月 19 日実施
この度、貴重な朝日の実験観賞ツアーにご参加させて頂き本当に感謝しております。
宍道湖の夕日も綺麗で観光の名所となっていますが、中海から見た朝陽もとても綺麗でした。朝陽
は綺麗だけではなく、地球上に生きているすべての生き物に光やたくさんのエネルギーを与えてくれ
たことを気付かせてくれたと感じました。大変の感動、感謝でいっぱいでした。
また、宍道湖から日本海へ流れていく大橋川の川水と、日本海から中海へ上がってきた潮水の流れ
の合流する境のところ、一つの巨大な龍が光りながら朝陽に向かって海に飛び込んでいくように感じ
て大変感動的でした。
当日夜、ウェイチャットに中国語でコメントを入れ、写真を付けて掲示しました。写真は 9 枚しか掲
載られませんでしたが、たくさんの友達から「良いね！」を付けてくれたり、綺麗、見たいなどとのコ
メントを寄せて頂いたりしていたことにも感動しました。
このような貴重な機会を頂きましたが、ウェイチャットに掲示して良い反響を頂いたにもかかわらず
直ぐには関係者の皆様に一早く情報共有していなかったことに大変反省しています。情報社会では、ス
ピードがとても重要であり、今後の行動に活かしていきます。
ウェイチャットに掲示した詳細は次の通りご共有いたします。
また、ウェイチャットのコメントについて、藤井雅樹様に英訳して頂き、感謝しています。

中国語コメント、写真をウェイチャット掲示した様子

友達から「良いね」、コメントの様子

コメント（日本語、英語）
：

上記コメントの日本語、英語：

今日、私は、幸いに松江大橋川岸で船に乗って中海湖へ朝日の

・綺麗！（中国北京）

出の観賞体験活動に参加させて頂く機会がありました。太陽

Beautiful! (Beijing, China)

の光が無私に大地の闇を取り除き、人々やすべての生き物に
エネルギーをもたらしてくれた・・・感動、感謝させられた・・・。 ・良い所だ！（中国）
また、宍道湖から大橋川経由で日本海に流れていく川の流れ

It's a good place! (China)

と、日本海から逆流で上がり潮水の流れと合流する境界が巨
大な龍のように 起伏の潮波に乗って 大海へ飛び込んでい

・美しすぎる！

く・・・

あなたと同じように美しい。

Fortunately, today I had the opportunity to take a ship ride from

（アメリカ）

the Matsue Ohashi Bridge and participate in the morning sunrise

Too beautiful!

experience at Lake Nakaumi.

As beautiful as you. (America)

The light of the sun selflessly removed the darkness from the ea
rth and brought energy to the people and all living things. I was
very impressed and grateful.
The boundary between the river from Lake Shinji to the Sea of J
apan, via the Ohashi River, where it meets the undulating tidal fl
ow of the Sea of Japan like a huge dragon.
Go on.
Thank you very much.

・朝日も見なければならず、その後夕日も見なければな

・・・
・ありがとうございました。（魏）

らない！（米子）
I have to see the sunrise and then the sunset! (Yonago)

Thank you (Wei)

・こちらは山青水秀、自然風景が美しくて
感動的な場所がたくさんあります。（魏）
Here the mountains and water are beautiful,

・この機会はまだあるか？是非参加したい。（出雲）
Do you still have this opportunity?
I definitely want to participate. (Izumo)

and there are many places where the natural
scenery is beautiful and moving.

（Wei）

・コロナが終息したら行きたい。（アメリカ）
。
I want to go when the corona is over. (America).

・皆様の関心、注目に感謝しております。皆
様のご健勝をお祈りします（魏）
We thank you for your interest and attention.
I wish you all the best of luck.

・とても美しい。 図 7、図 8 はどこですか？（美保関）
Very beautiful. Where are Figures 7 and 8? (Mihonoseki)

(Wei)

・いらっしゃってください。こちらは日本の田舎です
が、山青水秀！（魏）
Please come. This is the countryside of Japan
and the mountain and water are beautiful!

・ありがとうございました（魏）
Thank you (Wei)

(Wei)

ウェイチャットに掲示した写真は次の通りです。

➀中海へ向かう途中（先方：だんだん橋）

・図 7 と図 8 は、中海湖から搭乗場所に戻って

②中海湖面に光っている帯のようなのは

撮影したものです。図 7 は船の北西方向に向か

大橋川からの川水と日本海から上がってきた潮水の合

って、図 8 は船尾から西に向かって撮影したも

流するところ

のです（魏）

The shining belt on the surface of Lake Nakaumi

Figures 7 and 8 were taken from Lake Nakaumi

is where the water from the Ohashi River and

at the boarding site. Figure 7 was taken toward

the tidal water from the Sea of Japan meet.

the northwest of the ship and Figure 8 was taken
from the stern to the west.

(Wei)

・日本は今寒いですか？（中国）
Is Japan cold now? (China)

・・・・・・

③中海で見た朝日の様子

④皆様が朝日を観賞される様子

⑤中海で朝日を観賞中

⑥中海大橋の向こうの朝陽

⑦白鳥号乗場の近く、船から北西方向景色

⑧白鳥号の船尾より宍道湖に向かう風景

⑨白鳥号 乗り場

以上、この度は本当にありがとうございました。

