自 然
Nature

自然…海

Nature ― The sea
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The ever changing sea

はるかなる時代を超えて、美しい景観をつくり出してきた京丹後の海。
季節や時間によって変化する海の表情は、訪れる人、見る人を魅了し続ける。

◎ 最北子午線塔
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【Map :2- C】

東経135度の子午線上で国内最北の
地。塔には日本とグリニッジの標準時を
デジタル表示しています。
The Saihoku Shigosen Tower stands at the
northernmost point in Japan intersecting
the meridian that determines Japan
Standard Time (135 E). Japan and
Greenwich Standard Times are digitally
displayed.

◎ 夕日ヶ浦【Map :2- B】
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夕焼けに染まる丹後の海。夕日を眺めるに
は絶好のスポットで、
胸に焼き付く美しさです。
Yuhigaura is the ideal location for observing
unforgettably beautiful sunsets in Tango.
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◎ 経ヶ岬灯台【Map :1- E】
「京都百景」の景勝地に立つ白亜の灯台。日本最古の水
銀槽式回転機械と最高級の第一等レンズを備え、海抜
140mの断崖から夜の日本海を安全に照らし続けています。

◎ 屏風岩／立岩【Map :1- D】

屏風岩は、まるで屏風のようにそびえる高さ13mの奇
岩。海岸に整然と並ぶ姿は何とも不思議な美しさです。
立岩は、周囲が約1kmに及ぶ日本でも数少ない自然
岩のひとつ。
The sheer cliffs found here consist of strange thirteenmeter-high rock formations resembling folding screens.
Measuring one kilometer in circumference, Tateiwa Rock is
one of a handful of similar natural rock formations in Japan.

Kyogamisaki Lighthouse is situated at one of the top one
hundred most scenic spots in Kyoto Prefecture. It is outfitted
with Japan’s oldest mercury tank-based rotating mechanism
and a top-of-the-line first class lens.

᧻

┙

◎ 丹後松島【Map :1- E】

日本三景のひとつ「松島」を思わせる丹後松島は、岩と
松が織りなす自然の芸術です。京都百景のひとつ。
Evocative of Matsushima, one of the three most scenic spots in
Japan, Tango Matsushima is one of the top one hundred
scenic spots in Kyoto Prefecture thanks to a profusion of
natural delights woven from rocks and pines.

◎ 琴引浜【Map :2- C】
日本一の「鳴き砂」で有名な全長1.8kmの砂浜。石英
の砂が奏でる不思議な音は、美しい砂浜である証拠です。
Kotohikihama is famous for offering the foremost example of
“singing sand” in Japan. In witness of the beauty of this sand,
visitors can hear a mysterious sound being played by quartz
crystals.
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サーフィンスポット『八丁浜海岸』
【Map :2- C】
山陰海岸国立公園と若狭湾国定公園に指定されている白
砂青松の海岸。漁り火や、ハマナスの花など魅力あふれるビ
ーチです。良質の波が立つことでサーフィンの人気スポット
になっており、サーフィン日本選手権も開催されました。近
年ではマリンスポーツでも人気の高い海岸です。

Hacchohama Beach, an ideal surfing spot
Hacchohama Beach sits within both the San-in Coast National Park and
Wakasa Bay Quasi-National Park. Its excellent waves make it a popular
spot for surfing, such that championship events in Japan are held here.
Other marine sports are also pursued with great fervor by visitors.

