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出雲市

写経体験

一畑薬師

写経とは、教えの一文字一
文字を写すことです。写経す
ることで心安らかな精神を育
て、清らかな一時を過ごして
頂きます。

●    約60分   ●数 10～100人
●￥ 1,000円～/人

●☎ 0853-67-0111

坐禅体験
10分程度の坐禅法話があ
ります。足の不自由な方はイ
スで受けることも可能。ゆった
りした服装でお受けください

（スカートの方は、膝かけをご用意ください。） ※要予約

●    30～60分 ●数 1～100人 ●￥ 500円/人

特別法話
住職によるお寺の由来説明、心のお話、人に尽くす生き方など
人生に役立つわかりやすい特別法話です。
●    30～60分（ご希望により） ●数 １０～200人
●￥ 5,000円～30,000円

●住 出雲市小境町803 ●休 お問合せ下さい

松江市

ぐるっと松江堀川めぐり

遊覧船から見える松江の街並みは、1600年代の堀川をそ
のまま残し、昔を思い起こさせます。水辺の生き物たちを目の
あたりにする自然との親しみもあります。川面を渡る風は時を
忘れさせ、旅人の心を和ませます。

●　 約50分（10名様以上要予約） ●☎ 0852-27-0417

 ●住 松江市黒田町507-1 ●休 なし
 ●￥ 個人／大人1,230円　小人610円
　　団体／大人1,020円　小人510円
　　※小人は、小学生以下。団体は20名以上
　　※幼児は、大人1人につき1名までは無料。
　　　2人目からは、小人料金となります。

松江市

「武者のまち松江」甲冑で城下町歩き

松江武者行列で使用する、本格的手作り甲冑を係員に着付
けをしてもらい、松江城周辺のまち歩きをする武者体験ツアー
です。（女性には女武者）
※詳しい内容は事前に打合せさせていただきます。　※要予約

●住 松江市中原町19 ●休 お問合せ下さい
●    90～120分（甲冑着替え時間を含む）
●数 5人　※6人以上の場合はご相談下さい ●￥ 2,000円
●☎ 0852-27-5843

出雲
エリア

松江市

ヘルンさんを学ぶ。ヘルンさんから学ぶ。

学年に応じて学芸スタッフがご案内します。（記念館2F多目的スペースにて）

イントロダクションビデオ→怪談を聞く→小泉八雲の生涯を
パワーポイントで解説→館内を自由に見学する→気づきを
書く（クリップボードの貸出し可）がプログラムの一例です。
※内容は、学習内容や時間によってご相談に応じます。

 ●住 松江市奥谷町322 ●休 なし（要申し込み）
 ●　 約30～50分 ●数 5～35人
 ●￥ 小中生200円（団体160円）、 高校生400円（団体320円）
 ●☎ 0852-21-2147

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

小泉八雲記念館

堀川遊覧船管理事務所
（一社）松江観光協会

かっちゅう
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 ●    90分 ●数 ～20人程度 ●￥ ガイド料5,000円　

大田市

世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」を代表する大森
の町並みの価値と魅力をガイドの案内で体感し、楽しんでい
ただくことができます。

町並みガイドツアー

石見銀山ガイドの会

●    150分 ●数 ～20人程度 ●￥ ガイド料5,000円

日本に鉄炮を伝え、ザヒエルを日本に呼び寄せ、南蛮貿易
をもたらし、厳島神社を華麗な装いにしたのは石見銀山。世
界遺産の石見銀山遺跡の価値と魅力を満喫できます。

龍源寺間歩ガイドツアー

●住 大田市大森町イ824-3
●休 お問合せ下さい
●☎ 0854-89-0120

●住 鹿足郡津和野町後田ロ253 ●休 月曜日 ●    120分
●数 5～15人 ●￥ 森鷗外記念館、観光リフトなど20名以上は団体割引
●☎ 0856-72-1901

津和野町

幕末の名所や風俗、食文化などを描いた「津和野百景図」の姿が
今も残る津和野。津和野町日本遺産の軸となった「津和野百景
図」をもとに、絵を組み合わせてできたストーリー性のある3つの
ウォーキングコースを歩きます。
1）青野の景を味わう　城下町のシンボルである青野山を望む絶景めぐり
2）少年森林太郎の通学路　幼き日森鷗外が通った藩校養老館への道
3）殿様も歩いた三本松城への道　津和野城主が歩いたとされる城山への道

日本遺産「津和野今昔～百景図を歩く～」
まち歩きコース
津和野町日本遺産センター

●住 浜田市下府町～旭町 ●休 お問合せ下さい ●    120分～（応相談）
●数 10～40人 ●￥ ガイド料3,000円（2名随行）
●☎ 0855-25-9531

浜田市

太平洋戦争前と戦後の2度にわたって着工されたが、戦争や国
鉄の経営難によりいずれも建設半ばで中止された「幻の広浜鉄
道今福線」の鉄道遺構を見学しながらウォーキングを楽しめま
す。沿線に数多く残っているトンネルや橋梁、橋脚の見学を通じ
て戦争や社会・産業構造の変化などを学ぶことができます。

「幻の広浜鉄道今福線」
　鉄道遺構ウォーキング
浜田市観光交流課

こ う ひ ん い ま ふ く

石見
エリア

石見
エリア

スサノオノミコトとクシナダヒメが造ったとされる日本初の宮
「須我神社」。神社の説明、「御神宝」の特別公開、社務所
にて和歌づくりをする体験プログラムです。作成した和歌は
色紙を奉納することも出来ます。体験後にはご縁結びのお
守りを授かります。

和歌発祥の地
須我神社で和歌作り体験
㈱吉田ふるさと村

石見
エリア

●住 益田市内 ●休 無し　※通年実施
●    60～120分　※立ち寄り先の選択で時間調整が可能です。
●数 1～40人
●￥ 団体10名以上の場合、ガイド1名あたり1,000円
　　※9名以下の場合無料 ●☎ 0856-31-0331

益田市

中世、石見国西部最大の国人領主・益田氏の治めた益田
市の各地を江戸時代の古地図を片手にガイドが案内しま
す。幕末には幕長戦争の舞台ともなった中世の城下町
「益田」のまち歩きによる学習プログラムです。

古地図でまち歩き
～中世の城下町益田～
益田市観光交流課

石見
エリア

●    約45分 ●数 1～50人 ●￥ 1,000円

安来市

写経体験

清水寺

木々に囲まれた境内で、気を
沈め心を落ちつかせ黙 と々筆
を進めます。日常生活から離れ
ることのできる心の修行です。

●    約60分   ●数 1～100人
●￥ 1,000円

●☎ 0854-22-2151

座禅体験
自然の静けさに包まれた寺院
の中で、そっと目を閉じ身も心
も洗われたような気持ちにな
れます。

●住 安来市清水町528 ●休 お問合せ下さい

清水寺は西暦587年に開かれた天台宗の古刹で、十一面観
音様をご本尊に厄払いの寺として親しまれています。

出雲
エリア

雲南市出雲
エリア

●住 雲南市大東町須賀260（須我神社） ●休 なし
●    60分（午前の部11：30～／午後の部14：30～）
●数 1～40人 ●￥ 3,000円　※団体割引（20名以上）2,500円
●☎ 0854-74-0500
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