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スポーツ

馬とのふれあいや乗馬を通じて、思いやりの心、強くたくまし
く生きる力を身につける体験です。宿泊での乗馬学校やバー
ベキュー、キャンプファイヤーなど、ご要望に応じて可能です。

●住 浜田市金城町久佐イ1390-8 ●休 月曜日、第２第３火曜日
●    60分（引馬乗馬体験やブラシがけなど）  ●数 10～40人
●￥ 1,000円/人 ●☎ 0855-42-2222

西ノ島町

マリンスポーツ体験
西ノ島町B&G海洋センター
（クラブノア隠岐）
波の穏やかな内海で、学生に人気のアクティビティを。カ
ヌーやローボート、OPヨットをご準備。チームワークを養
い、船の基本的構造や原理を体験を通して学習できます。
ライフジャケット着用はもとより、インストラクターが小型艇
で生徒を監視、指導します。

●住 隠岐郡西ノ島町美田 ●休 11月～3月 ●    60分/種目 
●数 40～80人（2クラス） ●￥ 864円/人
●☎ 08514-7-8888（事務局：西ノ島町観光協会）

隠岐の島町

マリンスポーツ体験
海洋スポーツセンター

隠岐諸島で最も大きな砂浜で、浜から見える美しい夕日と白
い岩肌がおりなす隠岐ユネスコ世界ジオパークを代表する
景観のなかでシーカヤック、キャンプが楽しめる施設です。

隠岐の島町

シーカヤック体験
（一社）隠岐ジオパークツアーデスク

シーカヤックでいざ出発！水上から隠岐ユネスコ世界ジオ
パークの魅力を体感できます。
※要予約

●住 隠岐郡隠岐の島町津戸1537-1 ●休 年末年始 ●    20分～ 
●数 1～40人
●￥ ①シーカヤック（湾内レンタル：1時間）　2,000円/1名

②シーカヤック（ガイド付きツアー：2時間）　5,000円/1名
③スタンドアップパドルボード（1時間）　2,000円/1セット
④テントサイト利用料　1人1泊500円
⑤キャンプ用テント（4人用）1,000円/1セット　
⑥寝袋500円/1セット
⑦バーベキュー道具（グリル、トングなど）1,000円/1セット
⑧日よけタープ1,500円/1セット　
⑨シャワー　1回200円　など

●☎ 08512-6-2050

●住 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四61
●休 お問合せ下さい ●    4時間～1日 ●数 1～50人
●￥ 1回4時間15,000円、1日20,000円 
●☎ 08512-3-1005

馬とのふれあいと乗馬体験
かなぎウェスタンライディングパーク

浜田市石見
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア

●住 住所 ●休 定休日 ●見学・体験時間 ●￥ 料金 ●数 受付人数 ●☎ 問合せ先島根県教育旅行素材集19 島根県教育旅行素材集 22

産業観光・舞台裏見学

パソコン組み立て工場見学
㈱島根富士通
ノートパソコンが組み立てられる工程を、約20人のグループ
に分かれて見学できます。

●住 出雲市斐川町三絡1180-6
●休 土、日、祝、お盆と年末年始（日にちは不定）
●    90分 ●数 ～40人 ●￥ 無料　
●☎ 0853-72-2333

出雲市

工房見学
出西窯
出西窯の器は飾り気のないシンプルなものが多く、どれも手
に馴染み良く、陶器でありながら柔らかさがあり、温かみの
ある感触です。工房では、焼きものができあがるまでのさま
ざまな作業工程を見ることができます。また、登り窯も常時
見学でき、タイミングが良ければ窯焚きや窯出しの作業を見
ていただけます。　※製作体験はできません。

●住 出雲市斐川町出西3368
●休 毎週火曜日（祝日は開館）、元日 ●    30分 ●数 1～15人
●￥ 無料 ●☎ 0853-72-0239

出雲市

電子部品製造ライン工場見学
㈱出雲村田製作所
世界一の生産量の、積層セラミックコンデンサの製造ライ
ンを、1～10人程度の人が見学できます。

●住 出雲市斐川町上直江2308 ●休 土、日 ●    90分程度
●数 1～10人 ●￥ 無料
●☎ 0853-72-3330

出雲市

出雲市

風力発電所見学
ユーラス新出雲ウインドファーム
国内最大規模の総出力を誇る風力発電所です。北浜、西田、
佐香、久多美地区に26基の風力発電機を設置しています。

●住 出雲市小津町1208
●休 土、日、祝、12/29～1/3
●    60分 ●数 40人
●￥ 無料
●☎ 0853-66-9280

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
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出雲
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産業観光・舞台裏見学

発電所見学
中国電力㈱ 三隅発電所
国内でも最大級の石炭火力発電所設備の見学や、ふれあい
ホールでは「環境にやさしい技術や石炭採掘場をイメージし
た設備」を見て、触れて、試すことができます。発見や感動
に満ちた楽しい時間をお過ごしください。

●住 浜田市三隅町岡見1810
●休 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（日にち不定） ●    60～110分
●数 10～100人●￥ 無料 ●☎ 0855-32-3690

雲南市

牛乳・乳製品工場見学
乳製品の出来上がるまでを見学頂けます。見学は3～6、9、
10月の水木金曜で、小学校高学年以上とさせて頂きます。

●住 雲南市木次町東日登228-2 ●休 お問合せ下さい
●    30～60分 ●数 10～45人 ●￥ 200円/人　
●☎ 0854-42-0445

木次乳業㈲

●住 大田市水上町白坏658-1●休 日、祝、ＧＷ、盆、年末年始（日にち不定）
●    見学コースにより変動 ●数 見学コースにより変動
●￥ 無料 ●☎ 0854-89-0201

石州瓦  瓦造りの工場見学
日本の屋根に欠かせない瓦というものを良
さや特徴を勉強しながら、瓦の製造ライン
の見学をしていただけます。所要時間・対
応人数に関しましては、ご相談ください。

大田市

浜田市

美術館鑑賞＋劇場バックステージツアー
島根県芸術文化センター「グラントワ」
美術館鑑賞と劇場のバックステージツアー。バックステージ
ツアーでは、普段は見ることができないホールの裏側をご案
内いたします。
※貸館利用等で、バックステージツアーができない場合があ
ります。必ずお申込ください。

●住 益田市有明町5-15 ●休 センター：第２・第４火曜日　美術館：火曜日  
●    60～120分程度
　（お客様の都合により調整いたしますので事前にご相談ください）
●数 20～60人
●￥ 美術館観覧料が必要
　　ただし、小中高生の
　　学校利用は入場無料
●☎ 0856-31-1860

益田市

福光石の石切り場見学ツアー
NPO法人石見ものづくり工房
室町時代から採掘加工されていた、福光石の石切り場を実
際に歩いて見学して頂きます。

●住 大田市温泉津町福光ハ1421 ●休 お問合せ下さい ●    40～60分
●数 1人～ ●￥ 5名まで基本料金1,500円。それ以上は300円/人
●☎ 0855-65-2065（温泉津観光案内所　ゆうゆう館内）

大田市

㈱シバオ

出雲
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