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気持ち良い
［神奈川県］やまりん
都会からちょっと足をのばしたら、開放的な
自然がある。身近だからこそ大切にしたい風
景だと思います。芦ノ湖のシンボル、平和の
鳥居も入れてみました。
2015年10月＊芦ノ湖

箱根観光のゴールデンルー
ト、「芦ノ湖」と「箱根神社」。
天気が良ければ富士山も望
める絶景スポットです。

by箱根小涌園
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表紙写真：「雲海に浮かぶ富士山」fula さん（P42）　
裏表紙写真：（左から）「雪の城崎温泉」久保田一三さん（P55）
「ふるさとの春の景色」はるこさん（P12）
「慶良間諸島『ケラマブルー』」par72 さん（P77）

※投稿者の敬称は
　省略しました
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世の中にはすぐれた観光ガイドブックがたくさんあり、

どれもわかりやすく、楽しそうに、観光地や名勝が魅

力的に紹介されています。「でも、ちょっと待てよ」。

ガイドブックには載っていないけれど、 素晴らしい

場所や感動的な景色がたくさんあることを、国内各

地で様々な施設を運営する私たちは肌で感じていま

した。「じつは、旅の素晴らしさって、メディアの目

の届かない細部にあるのかも」「その土地の本当の魅

力って、地元の方がいちばん感じているのじゃないか

しら…」。そんな思いで創立 60 周年記念WEBサイト

内に、「あなたが見つけた日本をシェア 夢の 60 時間プ

レゼントキャンペーン 」を立ち上げ、「 あなたの見つ

けた日本の宝は？」とお尋ねしたところ、たくさんの

“ 日本のお宝 ”をご投稿いただきました。どの写真も

素敵ですが、添えられた思いもあたたかくて素晴らし

いものです。さらに、写真を見て、思いを読まれ、そ

れについて多くの方から共感クリックでご賛同いただ

きました。本書はそんな日本のお宝風景を集めたもの

です。みなさまが見つけた、未来に残したいニッポン

がここにギュッと詰まっています。旅先で、これらの

景色を見に、ちょっと足をのばしてみたくなっていた

だけたらとてもうれしいです。

はじ め に



6 7

キャンペーンページをご覧になったみなさまに、「共感した！」と思う作品へ
“共感クリック”していただき、月ごとに集計しました。その月にもっとも共感クリックが

多かった作品を「共感賞」としてサイトでもご紹介しました。

スカイツリーから見える風景
［東京都］maro
スカイツリーの展望台から見える東京の街並
みと富士山です。変わらない富士山と進化し
続ける都会。伝統と新しいもの、どちらも受
け入れる日本の文化は貴重だと思います。
2015年＊墨田区・東京スカイツリー®

6

田植え ［大阪府］Miki
無農薬で、除草剤不使用のお米を作っておら
れる農家さんの田んぼで、田植え体験。まだ
小さい息子は、田植えより蛙探しに夢中。夏
になると草抜きをし、秋になると稲刈りをし
て、その後出来上がった玄米をみんなで分け
合います。米農業離れが叫ばれる昨今、日本
人の宝である米作りを、大人も子供も楽しみ
ながら経験し、食べ物の大切さを伝えられる、
とても貴重で大事な体験でした。
2015年春＊豊能郡能勢町の田んぼ

7

大和魂つなげよ少年剣士！
［熊本県］Yuka
日本の武道の人口は減りつつある中で、剣道
の技術面だけでなく、よき日本の礼儀や心を
しっかり学び、継承していってくれる子ども
たちは「日本の宝」と言えると思います。
2014春＊自宅

8

林檎の理 ［長崎県］ゴーレム
波によって浸食された岩が、今にも
倒れそうになりながらも、長年もの
間力強くそこに立ち続ける大きな存
在感を感じました。
2015年秋＊長崎市・かきどまり弁天
白浜海浜公園

9
越前 ～四季の夕陽～ ［福井県］おもや
夕陽はそれぞれの場所で綺麗ですが、私が55年
育った、日本海に落ちる越前町の夕陽は、四季
の「日本海」と「空」と「夕陽」が織りなす景色で、
時には、楽しくしてくれて、一緒に泣いてくれて、
励ましてくれて、勇気づけてくれて、お祝いして
くれる夕陽です。55年間一緒に「明日また」と思
える景色を、皆さんと共有したくて「日本の宝」
としました。
2010年春（左上）、2015年夏（右上）、2011年秋（左下）、
2012年冬（右下）＊越前町茂原の民宿おもや近くの波
止場から撮影。日本海に沈む、四季の夕陽

10

共感した
！
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黄昏れゆく利尻富士
［北海道］HIRORO

青池
［北海道］kamekichi
青い池の青の美しさと神秘さ。
2015年夏＊上川郡美瑛町白金・
青い池

流氷に舞う大鷲
［北海道］Kazu くん
北海道冬のオホーツク海といえば流氷ですが、流
氷の広がるこの時期、シベリアから渡ってくるオ
オワシは青く光る流氷とのコントラストも最高で、
流氷観光に訪れた人を感動させてくれます。
2008年3月2日＊網走流氷観光砕氷船
「おーろら」より

HOKKAIDO

島一周約53 ㎞の小さな利尻島
ですが、利尻富士の最高の景色
と北海道の雄大さが伝わる、素
晴らしい作品ですね。
by藤田観光ワシントンホテル旭川

総支配人賞

干し草ロールのかたち
［北海道］Kazu くん
北海道でしか見られない大きな干し草ロ
ールが、広い牧草地に点々とある景色は、
いつ見ても興味が湧くものであり、この
写真も運転しながら目に入り、あわてて
車をとめて撮ったものです。北海道では
この時期どこでも見られますが、大きな
干し草ロールの広がる景色は、北海道を
実感できる代表的な風景だと思います。
2008年8月＊釧路から阿寒方面へ
向かう途中の牧草地
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HOKKAIDO

函館山からの絶景
［北海道］takaman6
函館山にロープウェイで登り、撮影致しました。
夜だと更に絶景だとの事でしたが、あえて日中
に行ってみました。絶景でした！　「日本の宝」
だと思います。

藻岩山の山頂から撮影した冬の景色です。
日本の冬景色としてとても綺麗かと思い
ました。

2014年秋＊函館山

モエレ沼公園の秋 ［北海道］しんしあ
国民宿舎駒草荘の裏には同じ白樺林があり、モエレ
沼公園を親友に案内していただいたとき、あまりの
懐かしさに涙が流れました。30年前の駒草荘の景色
を鮮やかに蘇らせてくれた、モエレ沼の白樺と親友
の心は、まさに私の中の「日本の宝」です。
2014年秋＊札幌市・モエレ沼公園

オンネトーの空と湖に綿あめ
［北海道］shigeru092
私の人生の中で、いつも変わらぬ神秘
なオンネトーの風景に感動しました。
2015年秋＊道東のオンネトー

藻岩山の山頂［北海道］智
氷の長旅

［北海道］kamekichi
氷と共に、色々な恵みを運んで来てくれます。
2015年冬＊網走流氷観光砕氷船「おーろら」より

札幌市内にあり、山頂から
は、札幌の街並みや石狩湾・
山地が見渡せる、四季が感
じられるスポットです。

byホテルグレイスリー札幌

総支配人賞
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故郷の流れ
［秋田県］がじゅ
父が生まれ育った鳥海山の裾、豊かな
自然の中にある滝です。父が幼い頃か
ら親しんでいた滝は、川魚等たくさん
の生命を育みながら、現在もその美し
い流れを保ち続けています。長い時を
経ても在り続ける景色は、季節によっ
て全く違う顔を見せますが、どれも素
晴らしく、四季がはっきりした日本な
らではの楽しみかと思います。

ふるさとの春の景色です。

2015年秋＊由利本荘市鳥海町・
法体（ほったい）の滝

日本海 ［山形県］Chiho
穏やかな日本海に、人々を照らし続けた太陽が、
一日にあった全ての出来事を抱え沈もうとする姿
に、身も心も、また新たな気持ちで明日を迎えら
れるような、再生を感じる瞬間でした。
2015年9月＊鶴岡市・鶴岡市立加茂水族館

日本だなぁ ［岩手県］けんた
何の変哲も無い田園風景。何故か
懐かしく、何故か寂しい。少し前
は、日本中にこんな景色があったの
に。この風景はワクワクなのかドキ
ドキなのか、何かもうわからないけ
ど、絶対に無くしてはならない事だ
けはわかるような気がします。
2015年夏＊花巻の高台

ふるさとの春の景色
［福島県］はるこ

菜の花が咲き、桜もほこ
ろび始めた季節。まだま
だ寒い東北に遅い春の訪
れを感じさせる一枚です。
byいわきワシントンホテル

総支配人賞

TOHOKU
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TOHOKU

広瀬川と仙台市内
［宮城県］夏恋
仙台駅からすぐのところにある愛宕神社
から、仙台市内の中心部が見えます。夜
は隠れた夜景の名所です。真下には広瀬
川が流れています。春は桜、夏は緑、秋
は紅葉、冬はめったに降らない雪の次の
日は一面真っ白できれいです。
2015年10月＊愛宕神社からの眺め

亘
わ た

理
り

の「はらこめし」自作品

［宮城県］ひとめぼれ

ふるさと宮城生まれの私が、秋に必ず食

べたくなる郷土料理「はらこめし」。鮭

のあらを鍋で煮て、出汁を作ったら、身

をほぐして骨を取り除き、鍋に戻して、

醤油、みりん、酒、だし等で味付け。秋

の旬の鮭を鍋で煮ながらほぐす作業と、

お釜からお酒と醤油、鮭がお米と蒸しあ

がる湯気の香り、たまりません。 新米、

旬の鮭、思い出とともに、引き継がれて

ほしい「日本の宝」です。

2015年秋＊自宅の台所にて

電車の旅
［宮城県］ひとめぼれ

「奥の細道湯けむりライン」とも呼ばれる

陸羽東線を走る列車より撮影。 揺れる稲

穂、のどかな田園風景。有名な鳴子峡を目

で楽しむだけでは勿体ない！　ふと思いつ

き、電車内でカップ酒、お饅頭をいただく

前にパチリと撮影。日頃の忙しさを癒して

くれる日本情緒あふれる沿線の自然景観は、

宮城県自慢の「日本の宝」です。

2015年秋＊「リゾートみのり」車窓より

青森だって海の幸！

［青森県］れいこ

青森県は、りんごやねぶた、恐山などのイメージ

がありました。しかし、初めて訪れたときに食し

た海産物が、北海道に負けず劣らずとっても美味

しくて驚きました。青森で有名な海の幸と言えば

大間のまぐろですが、それ以外にもたくさんの恵

みがあり、このことはもっと青森は推してもいい

んじゃないかと思います。海に囲まれた国、日本。

その恵みは青森でも堪能できました。

2015年7月＊八戸市・八食センター内の七厘村

光輝く冬の朝
［岩手県］じっこ
キラキラと光輝く太陽が、風光明媚な盛
岡の街に降り注ぎ、冬の一日の始まりと
明るい未来を感じさせてくれました。
2015年冬＊盛岡の自宅マンション

夜のアゲハ蝶
［青森県］レイチェル
日本の夜景100選にも選ばれ
ているこの光景。きらびやか
な光の姿をアゲハチョウに例
える日本人の心が宝だと感じ
ました。
2014年9月＊むつ市釜臥山より
望む、むつ市の夜景
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TOHOKU

抱返り渓谷 ［秋田県］たーぼー

ダムにかかる虹
［秋田県］キキ
ダムの風景を撮影している時、
撮影場所の近くに大きい綺麗
な虹が偶然かかったので撮影
しました。
2015年秋＊仙北市・田沢湖

四季のある美の国 秋田！
［秋田県］秋田のダリア花農家
東北の寒さ厳しい時期があるからこそ、
季節のありがたみ……美しさを実感で
きる！ 「田舎だからこそ残る、自然の
素晴らしさ！　大事な人と、心に留め
たい景色です」。散歩の途中で見上げ
た青い空と紅葉の美しさに、日本人で
良かったと思えた……秋田の誇りです。
2015年秋＊大仙市大曲「 大曲の花火 」
会場の河川敷の土手の上

田沢湖の朝
［秋田県］じんじん
日本一深い田沢湖を一望できる、仙北市で自慢の
デートコースです。バンガローではキャンプをし
たり、家族連れも目立ち、冬場はスノーシューや
雪遊びなど、自然を満喫できる当公園は、まさに
日本人の心を癒してくれる「日本の宝」です。
2015年秋＊仙北市西木町・潟前山森林公園

雪の松島 ［宮城県］只野音子
松島で、雪が降った次の日が快晴だ
ったので写真を撮りに行きました。
めったに見られない光景です。
2015年1月＊松島

この緑の奥にある水色の景
色は、まさに秋田が誇る「日
本の宝」です。ぜひ実際に見
ていただきたいと思います。

by十和田ホテル

総支配人賞

日本三景の一つである松島の絶
景に、雪化粧が加わることで、
更に美しい景観を見せています。

by仙台ワシントンホテル

総支配人賞
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TOHOKU

緑の下に
［福島県］まんでりんかふぇ
人工の沼でなく、磐梯山噴火のあ
とに出現した、自然の恵みをその
まま受けた景勝地です。沼水に含
まれる成分によって、陽を浴びて
さまざまな色に変化する様は、自
然がもたらした宝だと思いました。
2015年7月＊裏磐梯 五色沼

七夕に願いを……☆
［宮城県］ひーちゃん
初めて仙台の七夕まつりを見たのですが、
一つ一つが和紙や折り紙などで丁寧に作
られ、作った人々の想いが込められた飾
りはとても綺麗で感動しました。この
人々の願いが込められた素敵なまつりと、
これからの日本を元気にしていってくれ
るであろう子ども達、どちらも私にとっ
ては大切な「日本の宝」だなと感じました。
2015年夏＊仙台七夕まつり

鉄道員からの贈り物
［岩手県］takakazu.k
岩手旅行の帰り道、釜石線「SL銀河」に乗りました。
釜石駅の駅員・乗務員の方々5人が連携し、車内に案
内してくれました。混雑のためホーム上でしか移動が
できず、定刻を7分遅れての発車です。「おかげさま
でSLに長い時間乗れました」。隣席のご夫婦からの
嬉しい言葉でした。鉄道員の方々と、周りのお客さん
の温かさ。他人への嬉しい心づかいこそ、未来に残し
たい「日本の宝」だと思います。
2015年 夏＊釜石市・JR釜石線「釜石駅」

焼走り溶岩流
［岩手県］さぶ
国の天然記念物に指定され
ている焼走り溶岩流。岩手
山から流れた溶岩流を、そ
の当時のまま見る事が出来
るので、後世に伝えていき
たいと思います。
2013年夏＊八幡平市・岩手山 
焼走り溶岩流

愛犬とまったり
［秋田県］きゃむ
上京して7年。久しぶりに帰った
実家で、連れてきた愛犬の顔を覗
き込んでニッコリしている父。私
も小さい時、こんな風に見守られ
ていたのかな……と優しい気持ち
になる写真です。
2015年夏＊秋田の実家

りんご畑
［秋田県］ななちゃん
生産出荷を目的としたものではなく、
かわいい娘達の誕生にあわせて植樹
したものらしく、地域のみんなで毎
年美味しくいただいております。 
そんな藤村さんちの家族愛、地域愛
こそ、「日本の宝」と言えます。
2015年秋＊仙北市・藤村春彦宅畑
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都市のオアシス
［東京都］bamboo
戦後復興の象徴であり、かつては東
京観光の目玉として多くの観光客が
訪れた東京タワー。今では高層ビル
に囲まれて、その姿を上から下まで
眺められる場所も少なくなりました。
そんな中、芝公園から見た東京タワ
ーは、かつてのようにそびえ立ち、
堂々として見えました。芝生を駆け
回る子どもたち、ピクニックをする
家族連れの姿に、古き良き東京の面
影を見たように感じました。
2015年夏＊港区

まるで万華鏡 ［東京都］ゆきべ
初めてスカイツリーを訪れた時の一枚で
す。スカイツリーの影と、眼下には昔な
がらの街並み……。日本の技術で完成し
た新しいものと、昔からある歴史のある
ものを一度に感じることのできるところ
でした。
2013年大晦日＊墨田区・東京スカイツリー®

よく見てみると……!?
［東京都］やまさん
建設中、最初は小さかったスカイツリー。
あっという間に工事が進み、634ｍになっ
たのがつい最近のことのようです。そんな
スカイツリーの建設中に撮影した一枚。よ
く見てみると足場に数人の人が。建設中だ
からこそ見られたこの景色。熟練の職人さ
んと最新鋭の技術、どちらも世界に誇れる

「日本の宝」ですね。
2011年9月＊墨田区・建設中の東京スカイツリー®

毎夏、この公園では自衛消防
隊の審査会も行われ、観光や
憩いの場に加え、東京の防災
面でも貢献しています。

byホテルグレイスリー銀座

総支配人賞

KANTO
やっぱり立ち止まる東京タワー

［東京都］sakiko65
新しい電波塔が出来てからも、変わらず皆に親し
まれ東京の景観を楽しめる場所です。仕事で海外
の方を観光にお連れしておりますが、海外の方か
らも“東京のシンボル”の存在と感じていただけ
ているようです。内からも外からも愛される東京
タワーは、まさに「日本の宝」と感じました。
2015年秋＊東京タワーの麓
「東京 芝 とうふ屋うかい」付近



22 23

KANTO

東京ゲートブリッジ
［東京都］空転のトラ
様々な最新技術を導入し、「耐用年数100年を目指
す橋梁」をコンセプトに、2012年開通した「東京ゲ
ートブリッジ」。年間経済効果190億円の期待が掛
かる一方、向かい合う恐竜のような形状から、「恐
竜橋」とも呼ばれ親しまれている。開通以来人気の
東京の新名所は、まさに「日本の宝」。ただ、歩き
だとアクセスが悪く行きづらいのが難点ではありま
すが……。若洲海浜公園側から、石井幹子さんデザ
インによるライトアップ夜景で一枚。

2015年7月＊江東区若洲・若洲海浜公園より

旧芝離宮恩賜庭園
［東京都］みけ猫
自然と人工物の共存が、先進国なら
ではの見所だと感じます。空、木々、
水面全てが見渡せる景色です。
2014年9月＊旧芝離宮恩賜庭園

夕日とレインボーブリッジ
［東京都］アルビン
一人旅で散歩中、お台場近くの公園から
綺麗な夕日が見えました。夕日に照らさ
れている海の波がまぶしく、静かにたた
ずんでいる都会のビルとレインボーブリ
ッジがとても印象的でした。
2015年夏＊お台場

世界の架け橋 西新宿
［東京都］Masahito
都庁を抱える西新宿は、世界屈指の都市・
東京の中心地でもあり、海外からの旅行客
の往来も多く、活気に満ち溢れています。

今の彼に告白された一生の思い出の場所。

2015年7月＊新宿新都心

日没の新宿 ［東京都］佐藤 毅
宝石をばら撒いたような新宿の夜
景。ビルの中では仕事に励む人々。
まさに宝箱。
2015年秋＊新宿・東京都庁

羽田空港
［東京都］スリーピース

力強いジェット音と光のイル
ミネーションは、恋人たちに
勇気や感動を与えてくれる最
高の夜景スポットです。

byホテルグレイスリー田町

総支配人賞
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街中の盆踊り
［東京都］もみじちゃん
都会のど真ん中でも、盆踊りの定番は「提灯
と太鼓」。故郷に帰ったようなホッとした気
持ちになりました。老若男女が笑顔で踊る姿
は、見ているだけで楽しい気持ちにさせてく
れます。外国人観光客も、たくさんの方がこ
の日本文化を写真撮影されていました。
2015年夏＊渋谷区・恵比寿駅西口ロータリー

法務省 ［東京都］きりん
はじめて見るこの建物は、どこかの美術館かと間違えるほ
どきれいでした。日本の行政を担う建物にも夢があり、不
思議な魅力に引き付けられて思わず写真を撮りたくなる景
色でした。歴史に残る「日本の宝」になり得ると思います。
2014年秋＊霞ヶ関・法務省

これも日本なんです！
［東京都］ちゃんみー
まるで異国に降り立ったかのような景観に目
を奪われました。自宅から2時間程度で、小
旅行へ出たかのような気持ちになりました。
中の装飾も煌びやかで、国賓の方々をお迎え
する建物とは素晴らしいなと感じました。
2015年8月＊迎賓館赤坂離宮レストラン「木春堂」

［東京都］Jun
日本の美しい秋はこうして
いつでも手元に引き寄せる
ことができます。 堂々とした太い梁

［東京都］minori55
兜造りの建物の内部。存在
感のある太い梁は圧巻です。
クギをほとんど使わずに、
木と木を組み合わせる建築
構造が素晴らしい！
2008年夏＊奥多摩檜原村の
兜家旅館

大都会のビルの中にのっぽの大
きな葉とピンクの桃のような花、
琵琶湖に見立てて作ったという
だけあって不忍池のスケールは
摩天楼にも負けていません。こ
こだけパワースポットのような
緑に、癒されます。

不忍池 ［東京都］なまはむ

前菜のお盆の中に、“秋”
が表現されている、これぞ

「和食の真髄」といった一
枚だと思います。

byホテル椿山荘東京

江戸時代の浮世絵にも描かれ
ている蓮の名所。戦中は形を
変え、戦後復旧し、今も私た
ちを癒してくれています。

by秋葉原ワシントンホテル

総支配人賞 総支配人賞

浅草　浅草寺夜景
［東京都］空転のトラ
創建628年の東京都内最古の寺院
である浅草寺。今なお江戸文化発
展の中心地としての面影を周辺に
残し、国内外から年間3000万人
の参拝者が訪れる民衆信仰の聖地。
東京・浅草の代表的観光スポット
として人気のこの場所は「日本の
宝」に値すると感じました。写真
は、日本での照明デザイン・ライ
トアップの第一人者とされる石井
幹子さん担当による、ライトアッ
プされた宝蔵門と五重塔。

2014年9月＊台東区浅草・
宝蔵門前より
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黄金色の新宿御苑
［東京都］順子
新宿の喧騒の中にあるとは思えない自然豊
かな場所で、四季折々の美しさがあります。
2014年12月＊新宿御苑

桜舞う［東京都］胡蝶
満開の桜が二本、なかよく手をつなぎ
アーチを作っているよう。その向こう
には穏やかな水面が見え、きらきらと
光を反射しています。眺めていたら平
和な未来がやってくる予感がしました。
2012年春＊千代田区・北の丸公園、
武道館

Autumn leaves
［東京都］Yoshiaki
都会の真ん中にも四季折々の情景を
楽しめる癒しの空間があります。都
会の大切なオアシスとして残してい
きたいです。
2011年秋＊渋谷区・代々木公園

都会の雑木林
［東京都］Keisuke
東京都内でこのような雑木林が
あることを、すべての日本人に

（外国人にも）知って欲しくて。
2015年5月＊明治神宮

都会のなかの自然
［東京都］fujiyuki
ここはどこでしょうか。京都？　奈良？　
いいえ、東京のど真ん中、文京区です。ホ
テル椿山荘東京の大きな窓から見るお庭が
大好き。副都心のビル群を遠景に、ここは
別世界。椿、桜、楓……四季折々の顔を見
せてくれる木々や草花は都会の喧騒を忘れ
させてくれるのです。
2015年春＊文京区・ホテル椿山荘東京

東京23区内、大都会・新宿
の駅から車で5分ほどの場所
にこのような自然を感じられ
る場所が存在しています。

byホテルグレイスリー新宿

新宿に、このような風景
があることに驚きます。
日差しと赤と黄の絨毯を
敷きつめた神秘的なカッ
トに癒されます。
by新宿ワシントンホテル

総支配人賞

総支配人賞
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多摩の大杉幹回り 8 ｍ以上？
［東京都］Iwahide
東京都あきる野市深沢。新宿から電車と徒歩
で3時間。五日市駅から車で10分、徒歩20分
程で、この大きさの巨樹に出合えます。幹回
り8m、高さ40mとの情報があります。屋久島
の屋久杉と比べても遜色ないのではないでしょ
うか。右隣に小さく写るのは163㎝の女性です。
杉の木の雄大さがわかると思います。
2015年6月11日＊あきる野市深沢

ひょうたん島
［東京都］あきぴょん
2時間程度でぐるりと一周できる小さな島ですが、
海、山、森、星空、温泉、そして素朴だけれど美
味しい食べ物、日本ならではの魅力の全てを楽し
める場所だからです。島の人たちとの距離が近い
のもまた魅力だと思っています。東京から飛行機
を使えばわずか55分ですが、10時間の船旅での
んびりと大海原を満喫するのもオススメです。
2014年夏＊八丈島

絶海に浮かぶ二重カルデラ
［東京都］leff
世界的にも珍しい、端正な二重カルデラの
島。船で行くのも大変で、ヘリを利用する
のが普通という交通の悪さ。それでも東京
都、車は品川ナンバーという意外性。一度
行ったら絶対にハマる、日本の秘境です。
2013年冬＊青ヶ島村

自然が造形したバウムクーヘン
［東京都］丹沢
火口からの噴出物が堆積してできた地形です。
工事で削ったわけではなく、自然の力でこのよ
うな地層がはっきりと見えるのは、かなり珍し
いと思います。
2012年冬＊神津島村

東京の風景
［東京都］やまさん
友人の四輪駆動車で檜原村の山道を奥
地まで進んでいたところ、出会った滝
です。 名前も分からない場所でした
が、東京にもこのような場所があるこ
とに感動し、是非後世まで残したい「日
本の宝」であると感じました。
2015年4月＊西多摩郡檜原村付近

火山活動と気候によって造形さ
れ、更に造形を続けていくであ
ろう自然美に感動。自然への畏
敬を感じます。
by東京ベイ有明ワシントンホテル

碧い海、青い空と雄大な自然。
島嶼を離れた方々が、懐かし
さを感じ、故郷を思い出すこ
とができる風景です。

by ベイサイドホテル
アジュール竹芝

総支配人賞 総支配人賞
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港夜景
［神奈川県］まるだ
2013年の8月は、どこに居ても蒸し暑い。
ならば、潮風に当たりながら港夜景を撮
ってみたくなって三脚かついででかけた
のが海上旅客ターミナル周辺。いっとき
だけ旅行者気分の異邦人になれます。こ
こを「日本の宝」としてみました。
2013年8月10日＊みなとみらい地区・
ヨコハマ グランド インターコンチネン
タルホテル横の木道

トワイライトヨコハマ
［神奈川県］maaako412x
普段何気なく訪れることが多いヨコハマが、天気
や季節や空の色が違うだけで全く違った風景に見
え、いつもとは違う景色にはっとさせられたから。
身近な場所だからこそ、気付きにくいですが、日
本の日常の中の宝ものだなと感じました！
2015年6月27日＊みなとみらい・大桟橋

横浜を一望［神奈川県］ゆきべ

日本最高速のエレベーターで訪れた展望フ
ロアから見える「みなとみらい」。 眼下に
みえる「みなとみらい」はその昔、海でした。
この場所に色々な物が作られ、人々が集ま
り、活気づいている場所になりました。
2014年お正月＊横浜ランドマークタワー

鎌倉期執権
北条氏常盤亭跡

［神奈川県］一戸 良成
私達日本人の目が既成的に写し
出された物を評価に値するとい
う観念をもってから久しくなり
ます。「日本の宝」≒「国宝」・「観
光資源」的思考が一般的な所以
です。史跡に立ち、鎌倉期の武
士の世でも執権邸では“寝殿造
り”の池泉に平安朝の廻廊を追
想した殿舎を配し、土塁・空堀
で囲ませた外に武骨な矢倉門を
出入りする御家人達の姿を想像
できる数少ない史跡こそ「日本
の宝」と考えます。
2015年1月＊鎌倉市・
北条氏常盤亭跡にて

三溪園水辺の王
［神奈川県］ぱぱんだ
この景色に浸ることで風流だなと感じ
る日本人の心に、「日本の宝」だなと
感じることが出来ました。
2015年夏＊横浜三溪園

国際未来都市「みなとみらい横
浜」が凝縮された一枚。横浜桜
木町ワシントンホテルからもこ
の絶景をご覧いただけます。

by横浜桜木町ワシントンホテル

総支配人賞
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箱根のフランス
［神奈川県］桑原恵美
箱根という外国人にも人気の観光地で、
見事に可憐なフランスを再現していま
す。 「箱根という日本を代表する観光
地でフランスも楽しめる」という意味
で、「日本の宝」と感じました。
2014年6月＊星の王子さまミュージアム

気持ち良い ［神奈川県］やまりん
都会からちょっと足をのばしたら、開放的な
自然がある。身近だからこそ大切にしたい風
景だと思います。芦ノ湖のシンボル、平和の
鳥居も入れてみました。
2015年10月＊芦ノ湖

沈む夕日に映える
富士のシルエット

［神奈川県］空転のトラ
暗闇に包まれ始め、浮かび上がった雄大なそ
の姿は、シルエットでさえ圧倒的な存在感を
放つ「世界文化遺産」に登録された、正に「日
本の宝」。江ノ島大橋から夕景で一枚。
2014年12月＊江ノ島大橋より

三浦半島の夕暮れ
［神奈川県］laminamoon
日本は海に囲まれた島国で
すが、平和な日本で美しい
夕暮れの中、美しい海での
んびりと釣りを楽しむ人々
を眺められるこの時間こそ、

「日本の宝」だと感じました。
2014年1月11日＊三浦市
三崎町・城ケ島

夕暮れの江ノ島
［神奈川県］キャンネコ
いつの時代も変わらない景観であって
欲しい。美しい空気と海と空との江ノ
島のシルエットが素晴らしかった。
2015年秋＊藤沢市・江ノ島

三浦半島から望む江ノ島と、世
界遺産の富士山とのコラボが最
高。自然と情緒ある風景がよく
表現されてます。
by横浜伊勢佐木町ワシントンホテル

総支配人賞

箱根観光のゴールデンルー
ト、「芦ノ湖」と「箱根神社」。
天気が良ければ富士山も望
める絶景スポットです。

by箱根小涌園

総支配人賞

雲海に浮かぶ富士山
［神奈川県］leff
「日本の宝」といえば富士山。逆さ富
士とか赤富士とか、いろいろな撮影ポ
イントがありますが、雲海に浮かぶ富
士山がもっとも幻想的だと思います。
2012年春＊蛭ヶ岳

朱子色 ［神奈川県］赤鬼さん
夕日が富士山と千切雲を照らし、
真っ赤に染まった空を見て日本の
自然を感じました。この日は、妻
の友人の訃報を聞いた日でした。
妻と共に浜辺で悲しみに暮れてい
た帰りに、友人が見せてくれた風
景です。色鮮やかな赤い色が友人
を思い出させてくれました。
2015年夏＊逗子
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感動の紅葉と滝
［栃木県］sr0814sr08
幻の滝と呼ばれる那須高原にある
名瀑。那須の御用邸用地の一部が
那須平成の森として一般公開され、
その中に駒止の滝観瀑台がありま
す。幅約2m、高さ約20m、余笹
川の断崖を落ちる滝で、「那須第
一の滝」と言われています。荘厳
さと見る人を魅了する美しさはま
さに「日本の宝」と言って過言で
はありません。
2015年10月12日＊那須郡那須町
湯本・駒止の滝

日本の青色
［茨城県］純
国営ひたち海浜公園は、広大な敷地に自然が
とても豊かで、いるだけで心が癒されます。 
海の青、ネモフィラの青、空の青と様々な青
を感じられる環境で、未来にも加工のないこ
の空の青さを残していきたいと感じました。
2015年春＊国営ひたち海浜公園

日本の心
［群馬県］lee
温泉が日本ほど湧き出る国は多くな
い。湯治という文化、古くから人々
を支えてきた温泉は間違いなく「日
本の宝」ではないでしょうか。
2015年2月＊草津温泉 湯畑

凛と強く、しなやかに
［神奈川県］あゆちゃそ
美しい竹たちに包まれて、背筋がシャン
となるような気持ちになれたので。きっ
とずっと昔から、訪れた人の心をこうし
てくれてたんじゃないかなーと思ったら

「日本の宝」に感じました。
2015年5月＊報国寺

金太郎伝説。
［神奈川県］野田直矢
特に理由はないが、景色を見た
瞬間に、「日本の宝」だと思い
ました。
2015年冬＊箱根・金時山

富士山と箱根
［神奈川県］まさはる
ゴルフのラウンド中に、雲の合
間から目の前に現れた富士山に、
皆が写真を撮り出すその雄大さ。
日本人ならその姿を見て、写真
を撮りたくなる気持ちにさせて
くれるところです。
2012年8月＊箱根園ゴルフ場

昔から、日本の風景として
欠かせない竹林。目の安ら
ぎだけでなく、心の安らぎ
も与えてくれそうです。

by湯河原温泉ちとせ

総支配人賞
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3 色のポスト
［群馬県］pukari7201
湯畑からつながる西の河原通りは、小さな
お土産店や民宿が立ち並ぶ、まるで路地裏
に入ったような懐かしい街並みです。昔と
変わらない街並みが「日本の宝」だと思います。
2015年10月＊草津温泉・西の河原通り

桃色の吐息
［千葉県］S

綺麗な空に緑とピンクのコントラストが素敵で、
この季節しか見られない景色に感動しました。
2015年春＊マザー牧場

首都圏外郭放水路
［埼玉県］もじゃ
よく映画などでも使われる場所で、
日本の技術力と、巨大建造物の魅
力を存分に感じられる場所。

順風満帆
［茨城県］偏西風
快晴の湖上をすべる茨城県霞ヶ浦
の帆引き船です。風をいっぱいに
はらんだ純白の帆が青空に映える
美しい姿。伝統漁の技をいつまで
も伝えて欲しいと思います。
2013年初夏＊霞ヶ浦

古代蓮の里 ［埼玉県］マロン
行田の「古代蓮の里」では42種類の花蓮を観賞するこ
とができます。どの花蓮も大輪で美しく、凛とした
佇まいが心を落ち着かせてくれます。また古代蓮（行
田蓮）の再生の話は神秘的です。約2000年前、地中
深くもぐった蓮の実は、1971年、焼却場施設を建設す
るための造成工事中にできた池で静かに目を覚まし、
1973年から花を咲かせ始めたと言われています。
2015年7月＊行田市・古代蓮の里

風車×コスモス×青空
［千葉県］natsumi ＊
風車と四季の花のコラボレーションがとても
綺麗でした。河川敷と周り一面がコスモス畑
で綺麗に整備されている環境や、四季の花を
楽しむ演出が「日本の宝」だなと思いました。
2015年10月上旬＊佐倉ふるさと広場

春日部市の地下にある世界
最大級の放水路。洪水調整
池としての防災機能と幻想
的空間を併せ持つ、技術力
日本の象徴です。

by浦和ワシントンホテル

総支配人賞
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はじめまして！
［千葉県］偏西風
離乳食が始まった孫のあどけない姿です。
2013年春

良縁祈願 ［栃木県］半田
大きな笹の輪、カラフルな結び札、拝
殿の朱。階段を登った先に見えた色鮮
やかな景色に、思わずため息が出まし
た。この輪をくぐる儀式「笹の輪くぐ
り」は、茅の輪くぐりに由来するもの
で、日光二荒山神社にて期間限定で
行われているものです。3回くぐると、
あらゆる良縁に恵まれるとか。笹のア
ーチをくぐり抜けた先にある神苑内は、
凛とした空気に包まれていました。
2015年秋＊日光市・
日光二荒山神社

虫封じ
［神奈川県］焼きりんご
子供のお宮参りで頂いた、夜泣きのお守
りの虫封じ。昔からあるお守りと初めて
知り、子供の夜泣きは昔から大変で、お
母さん達は苦労したんだなぁと感じまし
た。時代を超えた子育ての苦労を共感し
た気持ちになり、それと同時に、日本の
伝統の大切さや、何よりこのお守りを通
じて、子供が「日本の宝」だと改めて思
いました。
2015年秋＊自宅

パワースポットです。
［群馬県］チー君２世
榛名神社。群馬県で究極のパワースポット
がここです。榛名山の中腹にあり、神域は
鬱蒼と茂った森と、峨峨たる巨岩怪石で囲
まれ、まさに山のパワーが満ちているパワ
ースポットです。ご神体は「御姿岩」とい
う人型をした巨岩です。何でもその巨岩か
ら凄いパワーが出てるそうですよ。
2014 年秋＊高崎市榛名山町

九十九里浜からの御来光
［千葉県］emi
年の始めに、美しい日の出が見られ
て心が洗われたような気持ちになり
ました。「1年間、頑張るぞ！」と思
わせてくれる景色がある。それこそ
が「日本の宝」だと思いました。
2014年冬＊九十九里浜

春につつまれてる
［千葉県］ミルメイ

千葉県が誇る九十九里浜か
らの初日の出。日本の文化
と神秘に満ちた太陽を象徴
する素晴らしい作品ですね。

by千葉ワシントンホテル

総支配人賞

仲の良い兄弟が、菜の花畑の真
ん中で、遊んでいる様子がとて
も微笑ましいですね。
byカメリアヒルズカントリークラブ

総支配人賞
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瞬影 ［山梨県］Yoshiaki
世界遺産となった世界に誇る名峰富
士山。 富士山はもとより、周辺も
日本を代表する自然環境です。まさ
しく「日本の宝」です。
2014年春＊山中湖

ニッポンの宝 ［静岡県］野田直矢

ただただ 感じた。
2015年春＊御殿場

ダイヤモンド富士
［山梨県］えんぴろ
山中湖から見える富士山です。秋から冬にか
けては日没時、富士山頂に太陽が重なり「ダ
イヤモンド富士」が観測できます。世界文化
遺産に登録された富士山は、もはや「日本の
宝」にとどまらず、世界の宝になりました。
2014年秋＊山中湖
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どこまでも透明！
［山梨県］TGC ボブ
この自然が織りなす青色と透明度の高さに感動。
2015年春＊忍野八海

雲海に浮かぶ富士山
［山梨県］fula
登山道の木々の間から、美しい富
士山の姿を見つけて無性にうれし
くなりました。富士山が「信仰の
対象」として世界文化遺産に登録
されたように、日本人にとってや
っぱり「富士山は特別」なんだと
思いました。
2015年秋＊鳳凰三山登山道

（夜叉神峠ルート）

世界に誇る日本の宝
［山梨県］rukan
日本と言えば、やはり富士山を思い
浮かべる人が多いと思います。河口
湖付近から撮った富士山は、とても
堂々としていて、日本ならではの美
しさを感じました。
2014年夏＊河口湖

トワイライト富士山
［山梨県］あゆちゃそ
やはり日本の象徴ではないかと。 
自然が織りなす美しくて強く、壮大
な富士山。これから先もずっと「日
本の宝」であり続けてほしいです。
2015年3月＊河口湖

モネの池 ［岐阜県］キンキン江森
モネの絵の様に美しい池でした。
2015年秋＊関市板取・根道神社前の池

エメラルドグリーン
［長野県］時遊人
木曽檜の美林の中を流れる、どこま
でも澄みきった流れ。 眩しいくら
いにきらめく水をたたえた大淵に、
引き込まれそうになります。 四季
それぞれの美しさを見せてくれる阿
寺渓谷は、「日本の宝」として発信
したいと思い投稿しました。
2012年夏＊木曽郡・阿寺渓谷

Shirahama ［静岡県］Yasuhiro
日本でも屈指の水質、透明度を誇る伊豆下田
の海に打ち寄せるクリアーな波は、 他の海で
はまず見る事ができない程の美しさです。
2015年5月＊下田市・白浜

抜群の透明度を誇る下田
エリアのこの美しい海。
これからも、この美しさ
を維持していくべきであ
ると思います。

by下田海中水族館

総支配人賞
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松本城
［長野県］kamekichi
お城には過去を想うロマンがあり、未
来に残していくべき、まさに「日本の
宝」だと感じます。
2014年夏＊松本城

鯖江の西山公園
［福井県］tanakaunsa
日本の歴史公園100選にも選ばれている西山
公園は、江戸末期に鯖江藩主・間部詮勝公に
よって、領民のためにつくられた憩いの場所
です。藩主が領民のためにつくった公園は、
全国で二カ所しかないそうです。地元の方の
話を聞いて、景観の美しさとともに感動し、

「日本の宝」と感じました。
2015年秋＊鯖江市・西山公園

囲炉裏のある風景
［長野県］やまさん
長野県長野市の山奥、里山にあるお宿です。
明治時代から残る茅葺屋根の建物に入ると
そこには囲炉裏が。本物の囲炉裏を見るこ
とが珍しくなってきた今、日本が残してい
くべき原風景を感じることができました。
2015年11月＊長野市中条の「やきもち家」

秋の白川郷
［岐阜県］Kensaku
価値ある建物がずっと守り続けられてきた
ことの有難さを感じるだけでなく、今もこ
こに暮らし、生活の糧となる米を作り続け
る人がいることに、とても心安らぎます。
一方で、観光化にとまどいも感じているに
違いない地域の人の思いも感じられました。
2014年秋＊大野郡白川村

雪夜に輝く善光寺
［長野県］Ayumi
「一生に一度は善光寺参り」という言葉がある
ほどに、馴染み深くかつ歴史ある善光寺。この
善光寺を美しく彩る「善光寺・五色のライトア
ップ」は長野五輪の開催を記念したもので、平
和を願う精神が込められています。善光寺、長
野五輪という二つの歴史と、日本の冬の美しさ
を一度に楽しめる贅沢なひと時は、まさに「日
本の宝」であると感じました。
2011年冬＊長野市・善光寺

風情ある郡上八幡徹夜踊り
［岐阜県］wagaku99
類い稀な「夜通し踊られる盆踊り」「1か月
近く続けられる盆踊り」に加え、特記すべき
は「誰もがすぐに踊りに参加できる参加型芸
能」、そして「年配キャリア組と学生/子供
組の囃子方。伝統の芸を世代から世代へと受
け継いでいる」この2点の共存です。そして、
街並みの至る所に点在する「風情ある景色や
建物、景観、自然」。これらすべてが郡上踊
りであり、「日本の宝」といえるでしょう。
2015年夏（お盆）＊郡上市八幡町本町

西山公園は、春のつつ
じ・秋の紅葉が素晴らし
く、つつじは5万株以上
が咲き誇り実に見事。一
見の価値があります。

byホテルフジタ福井

総支配人賞
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生きる！［山梨県］千鳥格子
夏の時期限定。60万本もの大群のひまわり
を見られるのは山梨県ではここだけです！　
毎年訪れている理由は、真っ直ぐに伸びた
生命力逞しいひまわりたちを見て、生きる
力を感じるためです。
2015年夏＊北杜市・明野ひまわり畑

紅葉トンネル～よもぎこば林道～
［長野県］えんぴろ
どこまでも続く秋色の紅葉トンネル。誰に
も教えたくない秘密のトンネル!? 広くて
まっすぐな道路が増えて便利になる一方、
こんなに美しい林道がどんどん減っていき
ます。残しておきたい「日本の宝」。廃道
にならないでほしいという願いを込めて。
2014年秋＊アザレアライン

（旧よもぎこば林道）

一期一会の御来光
［長野県］PeeJayx
イギリスから来日し、6年に
なりますが、日本での生活は、
新しい出会いと発見の毎日で
す。この写真は、大自然の中
からでも遠く離れた日本のシ
ンボルに出会えたのと、朝日
がとてもきれいだった為、撮
影しました。
2015年秋＊上高地・
大キレット

CHUBU

桜さく日本の風景
［山梨県］相澤慶子
山高神代桜で有名な実相寺の境
内で撮りました。山高神代桜の
生命力にも心惹かれましたが
……。桜さく日本の美しい春の
日を写してみたいと思いました。
2015年春＊北杜市・実相寺

雲湧く山 ［長野県］Nana
海外の山にも引けを取らない雄大な北アルプスの美しさ。
富士山だけでなく素晴らしい山々が日本にはあります！
2015年夏＊北アルプス・白馬山荘より

夢のつり橋［静岡県］emiemi
南アルプスの麓にある大間ダムにせ
き止められた人造湖にかかるつり橋。
1枚、1枚の木の板とワイヤーに身を
預け、勇気を出して足をゆっくりと
出してみる。恐る恐る下を見ればエ
メラルドグリーンに輝く硝子のよう
な綺麗な湖が、辺りを見渡せば四季
によって魅力が変わる木々の美しい
その四季の色。勇気を出した人にだ
け見られる、日本の四季の良さと水の
美しさを感じられる素晴らしい場所。
2015年春＊寸又峡 夢のつり橋

南アルプス連峰を背に、
満開の桜並木。写真か
らは“水も大気も美味
しいそう”と感じられ
る見事な一枚ですね。

byホテルやまなみ

総支配人賞
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祖母と孫と空港と
［愛知県］rinko
りんくう地区で散歩をするのが私達
家族は大好きです。この辺りはお店
も増え、景色もだいぶ変わってきま
した。でも、母と孫のポーズが偶然
同じになった写真を見て、大切な時
間、空間は変わらないで次の世代に
繋がっていると感じました。
2012年冬＊常滑市・りんくう地区

世界文化遺産富士白糸の滝
［静岡県］沼の壺

紫陽花となまこ壁
［静岡県］アルビン
夏本番前のジメジメとした梅雨の季節。 
特に雨上がりの紫陽花の彩りが明るい気
分にしてくれます。 日本古来のなまこ
壁でできている自宅の玄関先と、とても
雰囲気が合うと思いました。
2015年夏＊伊東市

鯉を愛でる少女
［静岡県］おとねこ
家族で初めて修善寺を訪れました。まだ小学校
低学年の娘に修禅寺や日本庭園の良さが理解で
きるか疑問でしたが、娘は大変気に入ったよう
でした。特に、池にいた鯉たちに興味津々で、
ずっと一人で眺めていました。これからも少し
ずつ日本文化の奥深さや味わいを理解できるよ
うな素敵な女性に育って欲しいと願っています。
2015年5月＊修善寺

遠州灘の海岸の美しさに
［静岡県］wagaku99
島国である日本は、色々なところで海を見ること
ができます。その中でも、この遠州灘海岸一帯は、
遠浅の海岸で、浜辺が大変広く、地球そのものを
感じることができる絶景です。生命の源である海
を五感で感じることができる、「隠れた宝」の海
岸だと思っており、毎年必ずここへ訪れます。
2012年夏＊浜松市・遠州灘海岸

頑張ってのぼりました
［山梨県］ゆきべ
全287段の石段。段数だけ聞け
ば、ほかにもっと多い石段の所
があるのでたいしたことはない
……と、思っておりましたが。
いざ目の当たりにした石段は迫
力のあるものでした。のぼりな
れた年配の方々に抜かれながら
も、なんとかのぼり切った先に
見えた富士山も格別でした。
2015年お正月＊身延町・久遠寺菩提梯

富士山からの恵みは、
景色だけではありませ
ん。雪解け水も代表す
る恵みのひとつです。

by伊東小涌園

総支配人賞
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古都金沢　雨の夕暮れ
［石川県］Amy-JX
金沢ではひがし茶屋街が有名ですが、こち
らの主計町茶屋街は、よりしっとりとした
空気が流れています。石畳が敷かれた通り
から細い路地に入ると、所狭しとお店が立
ち並び、三味線の音が聴こえてくることも。

雷鳥の夫婦
［富山県］とーちん
5月の立山で、特別天然記念物の雷鳥のカッ
プルに出会い、家族で感動しました。雪原の
中に静かに佇む姿を観て、改めて大切にして
いかなくてはならないものと強く感じました。
宝物、それは人が大切にしたい、失いたくな
いと感じるものだと思います。
2011年5月＊立山黒部アルペンルート・室堂

夏の立山
［富山県］とーちん
家族みんなが大好きな立山です。3000m級の
山々は、都会には無い美しさと強さ、厳しさを
持っています。夏の晴れ間に凛として佇む姿は、
失ってはならないものと強く感じました。
2014年8月＊立山黒部アルペンルート・室堂

2014年春＊金沢市・主計町茶屋街
イルミネーション

［新潟県］ねこのぺぐ
テーマが龍で時間によって変化があり、多くの
来場者が感動している姿に感動しました。社会
情勢や人間関係が不安定な中、ひと時の安らぎ
や感動や、一緒に行った人とのイルミネーショ
ンを通しての会話が弾み、すばらしい時間を過
ごすことができました。
2015年11月7日＊上越妙高・アパリゾート上越
妙高  イルミネーション

日本海
［新潟県］しん
日本海の荒々しい波が美しくまた
厳しいと感じました。
2015年秋＊村上市・はまなすの丘
横の海岸

お花見だ！
［新潟県］シャモニー
日本のイメージと言えば、個人的に
富士山と桜を思い浮かべます。 特
に桜は誰のそばにも必ずあり、とて
も身近なものです。 桜の花が咲く4
月は、日本の新年度が始まる時でも
あり、 また今年は息子の入園式も重
なり、いつにも増して感慨深いお花
見となりました。 小さな子供でも
満開の桜を見て心躍らせる姿を目の
前にし、「日本の宝」だと感じました。
2015年春＊長岡市・中川酒造（株）の前

金沢にある３箇所の茶屋街。
中でも浅野川沿いの主計町
は趣きがあり、路地に入る
とまるで異空間です。

by能登カントリークラブ

総支配人賞
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舞妓に変身！
［京都府］ひょっとこ
舞妓の衣装を着て、庭園と鯉の池を背景に
写真を撮りました。舞妓さん、日本独特の
家屋、庭園は貴重な「日本の宝」だと思います。
2015年夏＊京都市・清水

大阪だー！ ［大阪府］さくら
都市化した大阪に流れ行く雲と空が、
限りなく続くような展望で最高でした。
2015年夏＊大阪市・帝国ホテル 大阪

光のアーチ
［兵庫県］Mika
阪神・淡路大震災から早20年。いつまでも
あの災害を忘れない為にも、残すべき景色だ
と思ったからです。日本各地で様々なイルミ
ネーションが催される中、ルミナリエの灯り
には他の灯りとは違う、また別の大切な意味
があると思ってます。
2013年冬＊神戸市中央区・神戸ルミナリエ

日本の秋 ［京都府］Keiji
この年の紅葉は、圓光寺では近年に無い紅葉だったと聞い
ています。紅、黄、緑が上手く解け合い、書院からの眺め
が調和しています。日本建築と作庭の調和また見事さ、こ
れぞ「日本の宝」です。
2014年秋＊京都市左京区・瑞厳山 圓光寺
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KINKI

美山かやぶきの里
［京都府］すみすみ
かやぶきの里 北村は国の重要伝統的建造物群保存地
区に指定されていますが、京都市内から1時間程のド
ライブで、まるで昔話のような日本の原風景に出会え
ます。自然に囲まれ、ゆっくりと時間が流れる美山は、
訪れる人々を癒してくれると共に、この風景が永遠に
後世に語り継がれることを考えさせてくれます。
2015年秋＊南丹市美山町宮島地区・かやぶきの里 北村

仁徳天皇陵（大仙陵古墳）
［大阪府］カメコリー

鞍馬天狗。
［京都府］ポンデ
天狗と言えば鞍馬。鞍馬
と言えば天狗。鞍馬駅を
出てすぐにお迎えしてく
れる巨大な天狗様。これ
は一見の価値があります。
古くから日本に伝わる伝
説もまた「日本の宝」で
はないでしょうか。
2015年9月＊鞍馬駅

雪の城崎温泉
［兵庫県］久保田一三
木造三階建の旅館、柳並木と太鼓橋、
今や忘れていた日本の古き温泉街の姿
が城崎温泉にはあります。その情緒溢
れる温泉街を一際美しく彩る雪化粧。
日本人だけではなく、近年は多くの外
国人からも愛され続けている光景です。
2014年冬＊城崎温泉街

5世紀初期中期の築造。
長さ840m×幅654m
と世界最大規模の陵で
す。周辺にも多数の古
墳があります。

by関西エアポート
ワシントンホテル

総支配人賞 祗園祭　どしゃぶりの山鉾巡行
［京都府］bamboo
2015年の祇園祭、前祭の山鉾巡行は、台風の直
撃に見舞われました。たたきつけるように降る
大粒の雨の中、巡行が粛々と行われました。こ
れまで、悪天候で中止されたことはないそうです。
1000年以上も前から、毎年同じ日に、同じしき
たりで続けられてきた祭。ずぶ濡れになりながら、
山鉾を黙々と曳く若者の背中に、何世代にもわた
って祭を守ってきた人々の思いを感じました。
2015年夏＊京都市・四条烏丸交差点付近

途中下車
［大阪府］Hiroko
遠出をしなくても、普段乗っていた環状線、
ふと車窓から見えた紅葉並木に魅せられ途中
下車。日本は身近な日常の景色のどこにでも
四季を感じて癒される場所があることに改め
て感動し、四季は「日本の宝」だと感じました。

大阪府堺市の世界最大級の大きさを
誇る古墳です。

2014年秋＊大阪環状線桜ノ宮駅から徒歩 川沿い
つたって
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KINKI

摂津峡 ［大阪府］nonbery29
都会と田舎の良さを掛け持つ“高槻市”。摂津峡で
は清流と田園風景が広がり、春には桜で人々を和ま
せ、夏には蛍や青トンボに野鳥が飛び交います。秋
には紅葉と、高台から見渡す金色の稲穂畑は見事で
す。冬には白銀の世界が見られることもあります。
春夏秋冬、人と自然の調和に温もりを感じます。
2015年秋＊摂津峡公園

柏原市の葡萄畑 ［大阪府］まついおりこう
映画の撮影で訪れたのですが、実は大阪にはワイナ
リーが沢山ある！ということを知ったきっかけでし
た。私は大阪出身の人間なのに、恥ずかしながらワ
イナリーの存在自体を知らなかったのです。大阪と
いえばもっと別の印象があると思うのですが、ワイ
ナリーという新しい顔をみせてくれました。
2015年10月＊柏原市・カタシモワイナリー

濡れ紅葉 ［京都府］Ayumi
日本を代表する観光地の紅葉は華やかな
イメージのものが多いもの。ですが、雨
にしっとりと濡れた紅葉もまた、古都の
景色によく馴染む風情あるものでした。
2012年12月＊京都市

日本人で良かったと思う日

［大阪府］ソーマ

結婚式場である太閤園は、私の亡き父親

と母親が式を挙げた場所でもあり、我が

家では特別な場所。生前ずっと私の花嫁

姿を楽しみにしていた父の為に、こち

らの場所を選び、両親と同じ和装で撮

影。35年前と全く同じ場所でも、色褪せ

ない建物や庭園は日本ならではでもあり、

将来私の子供にも見せたい風景で、私に

とっても宝物の1枚です。

2014年夏＊太閤園

清流に咲く水中花　梅花藻
［滋賀県］rupann
梅の花に似た白い小さい花を、5月中旬～8月下旬
まで咲かせます。バイカモと呼ばれるこの水草
は、水温14℃前後の清流にしか育たないそうで
す。最盛期にはたくさんの白い花が水面から顔
を出します。清流は地元の方々の生活と共にあり、
いつまでも残したい自然の宝です。
2011年夏＊醒ヶ井・地蔵川

白無垢姿は「日本
人の結婚式の原風
景」。世代を繋ぐ
ご家族の思いにお
応えし、その責任
を重く受け止めて。

by太閤園

総支配人賞

［京都府］Akiko清水寺ライトアップ
キラキラと黄金色に輝く紅葉と清水寺の景色は圧
巻です。夜空には観音さまの慈悲の心を表す青い
一筋の光が走り、幻想的な景色に魅了されます。
一人でも多くの方に、この素敵な景色を観ていた
だきたい「日本の宝」だと感じた絶景です。
2015年秋＊清水寺
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那智山の三重の塔と那智の滝
［和歌山県］ひょん吉のパパ
世界遺産の一つでもある熊野古道。そして熊野三
山（本宮、新宮、那智）の中でも、一番素晴らし
い滝と一体化した那智山青岸渡寺の三重の塔。絶
景スポットでパワースポットです。
2015年夏＊熊野那智大社

KINKI

一筋トレイルの向こうに
［三重県］Minako
鬱蒼とした道を歩き、簡単な岩場を越
えたさきに、急に現れる一筋のトレイ
ルに希望のようなものを感じました。
登った先には期待を裏切らない壮大な
景色が待っていて、何度でも登りたく
なる山でした。
2014年夏の終わり頃＊いなべ市・
竜ヶ岳

神秘の熊野古道
［和歌山県］Akihiro
世界遺産となっている熊野古道。こ
の何とも言えない幻想的な風景は、
どこの国にもない。 今の時代の私
たちだけのものでなく、未来永劫継
続しなくてはなりません。
2015年夏＊熊野古道

梅雨 ［三重県］059
いつ誰が植えたか分かりませんが、毎年毎年
綺麗に咲いています。 沢山の人達が幸せに
なれるようにしてくれたのかな？っと思うと、
日本人に生まれてよかったと思います。
2015年夏＊伊勢志摩

山奥の絶景
［滋賀県］mconi9322
同じ県内でも、平地より1週間遅く開花する山奥で、
背景は鈴鹿の山々です。家族での宴会もあれば、新郎
新婦の記念撮影もやってました。人々がそれぞれ静か
にゆったり楽しめる花見を残したいものです。
2015年春＊甲賀市土山町鮎河地区うぐい川

錦秋の長谷寺、妻と母
［奈良県］Shinya
長谷寺は奈良有数の名刹であり、私
の大好きなお寺です。平安期より日
本の観音の人気No.1！ この写真は
有名な構図ですが、たまたま私の妻
と義母が上手く入り、いい絵になり
ました。観音さんは「日本の宝」で
すが、私にとって妻も宝ものです。
2015年11月＊長谷寺 本堂
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春日大社［奈良県］たいやき

これは、
おせんべいじゃなーい

［奈良県］HALKY

父である撮影者が小さいころ、シカに

追いかけられ泣いている写真がありま

す。その再現を狙って子供も奈良公園

へ。父以上のいい写真が撮れました。

数十年経っても変わらない奈良の光景

は、まさに「日本の宝」です。

2010年秋＊奈良公園

KINKI

落ち着ける場所
［奈良県］fujino.boc
歴史のある建築物を丁寧に手入
れし、多くの人々が訪れること
ができる甘味処として開放して
下さっていることが、とても素
晴らしいと思いました。
2015年初夏＊奈良市内の甘味処

夕日に輝く
ススキの原っぱ

［奈良県］けろこ
ススキの原っぱからの、夕日が沈
んでいくようすがとてもきれいで
した。山間の、美しい風景。
2015年秋＊吉野郡大淀町
福神駅近くのススキの原っぱ

伊勢うどん［三重県］ポンデ
伊勢と言ったら赤福と思いますが、や
はり代表的な食べ物は伊勢うどん。あ
の独特なしょうゆタレはいつ食べても
絶品です。昔から受け継がれてきた伊
勢うどんこそ、食の「日本の宝」です。

鹿が出迎えてくれる場所。

英虞湾に浮かぶ真珠の養殖棚。

2015年8月＊伊勢神宮内宮前おかげ横丁

三重県の志摩市、賢島。
［三重県］そのみママ

明治26年、半円殻付真珠を
産出して以来、長きにわたり
伝統を守り、伊勢志摩の真珠
を全世界に広めています。

byホテル鳥羽小涌園

総支配人賞

鹿が出迎えてくれる場所。

悠久の歴史を感じさせる苔

むした春日大社の燈篭と、

生まれたばかりの小鹿に、

永い時の流れを感じます。

byホテルフジタ奈良
総支配

人賞
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美しき宮島
［広島県］SAYUDE424
海の綺麗さに映える鳥居
の壮大さにハッと息をの
みました。皆様に是非訪
れていただきたい、そん
な場所です。
2015年春＊宮島 嚴島神社

CHUGOKU

 SHIKOKU

エメラルドグリーンと
角島大橋

［山口県］大川亜紀子
エメラルドグリーンの海に架かる長い橋、角
島大橋。 南国と言われる県だけではなく、
ここ山口県角島にも存在します。 しかし、
多くの人が不思議に感じるかと思います。 
その、不思議を解消するためにも、実際に綺
麗な景色を見てもらいたいと思います。 土
木学会デザイン賞2003に選ばれています。
2015年10月24日＊角島・角島大橋

日御碕の経島に
沈む夕日！

［島根県］sakurasaku
経島に沈む夕日はとても
神秘的であり、見る人の
こころをなごませてくれ
る力があります。
2015年夏＊出雲市
大社町日御碕
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CHUGOKU

 SHIKOKU

絶壁にまるで投げ入れたかのように
建てられたお堂は神々しく美しい。
2015年6月9日＊東伯郡三朝町・
三徳山三佛寺投入堂

神秘 ［鳥取県］yamakokkoo

特等席 ［鳥取県］rupann
猛暑の夏旅にて。コンクリート打ち放しの
建物内は、よく冷房が効いていました。こ
の席から眺めた眩しい青空と雲をまとった
大山、揺らぐ水面にうっすら映り込む大山
が揺れる心と呼応するようで、この旅の一
番の印象に残る眺めでした。 この建物あ
っての景観だと思います。
2011年夏＊西伯郡伯耆町・植田正治写真美術館

太古からの日本の神々
［島根県］Sachiko
この小さな神社は、銅鐸や銅剣、銅矛
が出土した荒神谷遺跡にあります。こ
の神社は、古代からこの地を、国を守
ってきたのでしょう。鳥居をくぐった
瞬間に空気が変わり、これまで風はな
かったのに、竹林が音をたてて揺れて
いる。不思議な強いエネルギーに導か
れ、階段を上りきった先に、藁をしめ
縄のように巻いた大きな石が3つ祀ら
れています。日本を守ってきた神々は、
宝以上の存在です。
2014年6月＊出雲市・三宝荒神

2015年晩夏＊倉敷市・遊覧船
「はつひ丸」船待ち小屋

名物遊覧船を
待つ小屋に先客あり

［岡山県］アマモリ
変わらない素朴さで、でも、いつか
朽ちていくことも知っている。たぶ
ん、原風景ってヤツでしょうか。不
変なものなど、本当はない。猫と海
と汽笛と、遊覧船の名物おっちゃん
に、また会えたらいいなと。

それゆけ、桃太郎！
［岡山県］Ayumi
桃太郎といえば、だれもが知っている日本の
むかし話。そんな桃太郎に会えるのが岡山駅
です。なかなか凛々しい姿でしょう？
2012年秋＊岡山駅前
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CHUGOKU

 SHIKOKU

小さな伝統
［香川県］Mizuki
古い伝統文化をずっと継承し
て残している、香川県のとこ
ろてんやさん。ずっと残って
いてほしいなと感じました！
2015年＊坂出市

ハート型の恋ツツジ♡
［香川県］りりもか
江戸時代から綺麗に手入れされてきた和の空間。湖
にも木にも花にも橋にも、日本人の感性に訴えかけ
てくるような繊細さを感じました。そんな歴史のあ
る庭園で、長年の刈り込みによって偶然ハート型に
なったという「恋ツツジ」。とっても素敵でした。
2015年秋＊特別名勝 栗林公園

渓谷に宿る静寂
［高知県］minori55
美しく透き通った水と空気。
静かに流れる川と時間。
2015年秋＊梼原町の
久保谷セラピーロード

2015年秋＊上勝町の手打ち蕎麦処 
あさかげ亭

The 彩り SOBA！
［徳島県］minori55
日本の味「蕎麦」に、地域の名産「上
勝晩茶」を練りこんだ珍しいもの。そ
して地域の名物「葉っぱビジネス」を
思わせるキレイなもみじの葉。

The 彩り SOBA！

小さな伝統
［香川県］Mizuki
古い伝統文化をずっと継承し
て残している、香川県のとこ
ろてんやさん。ずっと残って
いてほしいなと感じました！
2015年

雄大な四万十川
［高知県］Masako
先ずは、川の流れの雄大
さ……時間がゆっくり過
ぎる様な……近代的な橋
ではなく、昔から沈下橋
を守り、今でも地元の方
の交通路になっていると
ころ。
2015年秋＊四万十川

小豆島の棚田 ［香川県］Mizuki
ゆったりした時間が流れる小豆島の、と
ても綺麗な棚田。この絶景は本当に気持
ちが良くステキな場所で、まさに「日本の
宝」だと思いました。いつまでもこんな風
景が残っていてほしいな、と感じました。
2015年8月＊小豆島
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CHUGOKU

 SHIKOKU

平和 ［広島県］なな
初めて広島県を観光しました。
その時は、ただ観光名所に行こ
うと思っただけでした。ですが、
今の私の生活は、この辛い時代
を経験された方々の犠牲の元に
成り立っている事、そして、当
たり前の平和がこんなにもあ
りがたいという事を、原爆ドー
ムは私に訴えかけてくれました。
絶対に風化させてはいけない宝
です。
2015年7月＊原爆ドーム

素直に言うとやっぱり～
［高知県］Shigenori
高知県のちんちん電車に、まずはエコロジーを
感じました。 車輌の種類や型が様々で、いろ
いろな国や地域から引き取って、独自の車体広
告で、目で見て楽しめました。そんな途中で、
この行き先「ごめん」行きに遭遇して、この写
真を撮ることが出来ました♥我が国最後の清流

「四万十川」を有する高知県を、後世に残した
い「日本の宝」に推薦します。
2015年真夏＊路面電車

笑顔がいいね。やっぱり子供は未来の宝。
素直に生きてくれそうな笑顔がいいね。

「子に過ぎたる宝なし」
2015年春＊福山市の自宅

カープ 赤 チャン
［広島県］むらかみりゅうしん

灯りまつり［広島県］ぺこしょん
昔から尾道で行われる「灯りまつり」。
幻想的で、ゆらゆらとほのかに揺れる灯
りは、心が癒され落ち着きます。お寺で
行われているので、とても素敵です。尾
道だからこそ美しい!!
2015年秋＊尾道市・西國寺

被爆70年。この建物
は命の尊さを伝えるた
め、日本の平和を保つ
ために意識的に守られ
ている「日本の宝」です。
by広島ワシントンホテル

総支配人賞

道後温泉
［愛媛県］Masako
日本最古の温泉との事。 2017年からは、
耐震工事の為、何年か入浴できなくな
るとの事で行きました。 入浴する際は、
地元の方々とお話ししたり、ノスタルジ
ックな空間にタイムスリップした様な気
分になりました。
2015年秋＊道後温泉本館
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通潤橋江戸時代より白糸大地潤す
［熊本県］GIANTPANDA
石橋の造形の美しさはもちろんですが、近隣の川の
水が利用できず、貧困にあえぐ村人たちを救うべく、
この通潤橋の建設に人生を賭けた「庄屋・布田保之
助」の生きざまが「日本の宝」だと感じます。江戸
時代、熊本城の石垣をヒントに、石工集団と地元を
中心に5万人以上の人々の協力のもと、頑丈な石橋
を造り上げたそうです。地震や洪水の影響をものと
もせず、150余年前と同じ姿を保っています。
2013年初夏＊上益城郡山都町・通潤橋

ヤギと見る景色 ［佐賀県］たかさん
初夏の日差しを避けるために入った木陰にヤギが居ました。 
その視線の先には爽やかな景色が広がっており、しばしヤギと
共にひとときを過ごしました。人も動物をも癒してくれる素敵
な空間であるため、「日本の宝」だと感じました。
2015年初夏＊佐賀市三瀬村・三瀬ルベール牧場 どんぐり村

僕の懐かしいふるさと
［福岡県］えみた
久しぶりに帰省したときによく登って
いた山に行き、山々と語っていた息子
の背中と、変わらない自然の姿が「日
本の宝」と思ったからです。
2015年8月＊那珂川町・
グリーンピアなかがわ

福岡には、まだ昔懐かしい風
景が残っています。誰にも故
郷がありますが、日本の故郷
を感じさせる一枚です。

byキャナルシティ・
福岡ワシントンホテル

総支配人賞

いとしい気持ち
［鹿児島県］アズキ
生まれてすぐに呼吸がうまくできず、大きな
病院へ搬送。NICUに1カ月程入院していまし
た。面会は親のみで、長女は退院まで会えな
かったので、初対面の1枚。おねーちゃんは、
会いたくて会いたくてたまらなかったのよ！　
やっと会えた！　愛しい愛しい弟よ♪　子は
宝。「日本の宝」。いとしいきもち、という
気持ちも宝。NICUの技術も「日本の宝」。い
ろいろな宝に支えられて幸せです。
2015年3月＊鹿児島市立病院駐車場車内にて

KYUSHU

［長崎県］ゆきみん
長崎名物のミルクセーキを
食べてみたくて訪れました。
ほんのり甘く、どこか懐か
しい味わいでした。
2013年7月＊長崎県長崎市・
洋食店「ツル茶ん」

食べてみたくて訪れました。

長崎で
食べたかったもの
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雨はまだ～？ ［大分県］なぎ

休耕田を地元の人がハス畑にして、今

はたくさんのアマガエルもいる素敵な

風景へと変わっていているところ。

2015年7月＊臼杵市・臼杵石仏蓮畑

日常的に愛用している人も多いのに、

意外に知られていない波佐見焼。 日

本を代表する焼きものだと思います。 

波佐見の里は美しくて楽しかったので、

いろいろな人にもっと知ってもらいた

いと思いました。

2013年6月30日＊波佐見町・

やきもの公園

ハサミの壁 ［長崎県］ゆきみん

ラ・モンゴルフィエ・

ノクチューン ［佐賀県］Yo

日本で最大のballoon fiestaが、毎年佐賀であ

ります。その風景は、日本とは思えない幻想的

な風景だと感じています。ニュースやテレビ

の中のことだけではなく、身近に感じられる

balloon fi estaは「日本の宝」だと思っています。

2015年11月2日＊SAGA International Balloon

Fiesta2015

鵜戸神宮
［宮崎県］キョヌ
海岸沿いの岩壁に沿って境内まで通じ
ており、自然にできた洞穴内に神殿が
あります。また、外も絶壁下の海面の
波の力強さが岩を削り、自然の彫刻も
美しいです。 神の技と感じました。
2012年10月＊鵜戸神宮境内からの風景

絶妙なバランスで二つの岩が重なり、いつこ
のようになったのか、何故このようになった
のか、全てが謎というとても不思議な光景に、
何か人を惹きつけるものを感じました。
2015年秋＊長崎市時津町・さばくさらかし岩

絶妙なバランス！
［長崎県］ゴーレム

［長崎県］denden爽快な海
海のリゾートと言えば、海外を想像され
る方が多いと思われますが、日本にも素
晴らしい海が存在しており、美しい島国
であることを実感することができるため、
投稿させていただきました。
2015年夏＊上五島・蛤浜海水浴場

長崎の上五島といえ
ば、教会群とおいし
い魚が有名ですが、
このきれいな海も宝
物ですね！

by長崎ワシントン
ホテル

総支配人賞

KYUSHU
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世界の絶景「河内藤園」［福岡県］みど
ここは個人で経営している藤園で、秋には真っ赤な
紅葉の絨毯も楽しめます。この藤園は、山奥にひっ
そりとあるのですが、口コミで全国そして海外にも
広がり、今や世界の絶景にも選ばれるほどです。個
人でここまでの規模の藤園を作り上げたこと、その
美しさ、絶景から、わざわざ足を運んででも見たい

「日本の宝」として、発信したいと思いました。
2014年春＊北九州市八幡東区・河内藤園

夕暮れの薩摩富士
［鹿児島県］佐藤 友冶
錦江湾の入り口にそびえる
薩摩の富士で、南方から日
本に来航する船から、最初
に見える日本本土。まさに

「日本の宝」。
2014年秋＊指宿市開聞町

鼓動 ［熊本県］すーぱーちゃこ
9万年前、破局噴火を起こしたといわれる
阿蘇カルデラ。 背の低い草木がごつごつ
した大地を覆い、空との境界を鮮明に。 
長い年月をかけ穏やかになったその場所に
立つと、 人間の悩みなんて吹けば飛ぶよう
なちっぽけなものだと思わせてくれます。
2015年秋＊阿蘇大観峰付近

ステンドグラス棚田
［佐賀県］みど
毎年4月下旬から5月初旬の田植えのシーズン
のみ見られる光景です。佐賀県の端に位置する
棚田にもかかわらず、全国各地からカメラマン、
観光客が集まるこの棚田は、夕日が沈む時うっ
とりするような光景が見られます。日本が昔か
ら行う代表的な農業である稲作に関連して見ら
れる美しい景色を、ぜひ「日本の宝」として全
国に発信したいと思い、選定しました。
2015年春＊東松浦郡玄海町・浜野浦の棚田

台風の置き土産
［鹿児島県］anne98726
秋の3連休の屋久島に台風が直撃。帰りの飛行
機も飛ばず、ホテルのお部屋から嵐のモッチョ
ム岳を眺める休日となりましたが、台風の過ぎ
去った後に見事な虹が！　この虹はなかなか消
える事なく、長い間天気雨の空を飾っていまし
た。四季のある日本は、雨や嵐に見舞われる事
もあるからこそ出会えるこんな風景。自然なら
ではの、神様から与えられた宝だと感じました。
2014年10月＊JRホテル屋久島から望むモッチョム岳と海

神秘的な日本の風景。
金鱗湖［大分県］たびずきん

四季折々の表情を見せ、温泉
と清水が混ざり合っている水
質は由布院ならでは。神秘的
な姿を見せてくれます。

by由布院  緑涌

総支配人賞
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人生を変えた瞬間 ［沖縄県］りさ
海が好きで、旦那さんといろんなところへ行きます。
そのなかでも、日本にこんなにキレイな海があるの
かと感動しました。しかも撮影前日は台風で大荒れ
の海。次の日には、こんな美しい景色を見せてくれ
ます。自然の雄大さを感じると共に、大切にしてい
かないと、と思いました。
2013年夏＊宮古島・イムギャーマリンガーデン

慶良間諸島『ケラマブルー』
［沖縄県］par72
国立公園・慶良間諸島は、世界屈指の透明度を誇る、
日本を代表するダイビングポイントです。こんな素
晴らしい「美ら海」を後世に残していきたいですね。 

「ボートが浮いている？　いや、飛んでいます！」
2015年夏＊慶良間諸島・阿嘉島（あかじま）

黄金色の海 ［沖縄県］Kayoko
美しい夕陽を堪能できるサンセットクルー
ジングです。気象条件によっては、沖縄な
らではの黄金色に輝く東シナ海が観られま
す。大自然の恩恵に、一日の疲れもふっ飛
び、気分爽快です。言葉もありません。

島国だからこそ出会える景色。驚
くほど静寂な水面にそっと浮かぶ
一艘の舟。でも、そこには確かな
生命の鼓動を感じる。ちょっと足
をのばせば、こんなにも穏やかな、
だけどパワーみなぎる沖縄時間に
出会えるんです。
2014年9月＊糸満市

おだやかな朝
［沖縄県］CHURUWO

都会とは時間の流れ方がまったく違う沖縄県の離島、
竹富島。12月というのに気温が30℃近くあり、カ
ラフルな花が咲き乱れる様子はまるで別世界でした。
いつまでもこの素朴さを失わず、そのまま残し続け
ていかなければならないものだと思います。
2009年12月＊竹富島・なごみの塔

なごみの塔 ［沖縄県］はな

2015年11月＊北谷町・
北谷町フィッシャリーナ

76 77



OKINAWA

やんばるの緋寒桜
［沖縄県］りまちゃん
日本で一番早く咲く、と名高い本部八重岳の
緋寒桜。こぼれるようにほころんだ、大きな
八重桜を初めて間近に観て、感動しました。
2012年2月＊沖縄本島・本部八重岳桜まつり

海は世界に繋がっている
［沖縄県］Mayumi
子供が海を見て、「わぁー！　きれー！」と声を
出していました。小さい子供も、大人と同じよう
に綺麗な風景を感じ取っていて、この自然の美し
さは「日本の宝」だと思いました。また、この海
は隔てなく世界へと繋がっていて、色々な場所で
海を見ている子供達がいて、同じ気持ちで繋がっ
ているのかなぁと思いました。
2015年夏＊国頭郡・古宇利オーシャンタワー

太古の森
［沖縄県］Kayoko
写真の樹は、全長約4mの巨大なシダの樹・ヒ
カゲヘゴです。ふっと見上げると、太陽に透け
る緑のあまりの美しさに魅せられました。初め
て見た時は、まるで恐竜でも出てきそうなダイ
ナミックさに圧倒されました。日本広しと言え
ども、こんな亜熱帯植物が群生する森が、日本
にも存在するのは驚きです。
2011年12月＊本島北部～やんばる
亜熱帯の森

日本の南の島に住む海の主
［沖縄県］peche
石垣島の海がまだ綺麗に保てているから、
ウミガメが泳げているのだと感じました。 
日本の海を守っていきましょう。
2011年夏＊石垣島の海中

シダの間から見える青空が沖
縄らしさを表しています。貴
重な「やんばるの森」を大切
にしていきたいものです。

byホテルグレイスリー那覇
  （開業準備室）

総支配人賞

ジャーンプ！
［沖縄県］Kayoko
毎年冬になるとザトウクジ
ラの群れが沖縄の海にやっ
てきます。クジラが北に帰
る3月頃には、微笑ましい
親子クジラの姿が観られま
す。そんな沖縄県慶良間諸
島座間味村の海は、豊かな
自然に恵まれた、日本の中
でも大変貴重な海です。
2015年3月＊慶良間諸島
座間味村
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