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紙すき体験他
安部榮四郎記念館
出雲民芸紙ができるまでをビデオで学んだ後は、実際にす
いて乾燥までを体験。すいた紙はお持ち帰り頂けます。また
工房で職人の作業見学もできます。
※要予約　※別に入館料が必要となります。

●住 松江市八雲町東岩坂1754 ●休 火曜日、年末年始
●    30～100分 ●数 1～100人 
●￥ 500円/人（別途入館料必要）
     入館料  小中生200（150）円  高校生以上300（250）円
     ※（　）は20名以上の団体料金　
●☎ 0852-54-1745

松江市

勾玉（まがたま）づくり体験
いずもまがたまの里 伝承館
ろう石を使って、勾玉をつくって頂きます。めのう細工職人
が丁寧に指導致します。勾玉ミュージアム併設。リクレー
ションによるホテルや旅館での勾玉づくり体験出張も可能
です。 ※要予約

●住 松江市玉湯町湯町1755-1
●休 なし ●    30分、60分コース
●数 1～60人 ●￥ 800円/人
●☎ 0852-62-2288

松江市

伝統芸能・工芸等
松江市

出雲かんべの里

〈工芸館〉

〈民話館〉

木工体験
カスタネット、パズル、コマ、ミニカー、ヨーヨーづくり体験
●休 火曜日 ●    30分～ ●数 1～25人 ●￥ 500円～/人

機織り体験
●休 火曜日 ●    30分～ ●数 1～4人 ●￥ 500円～/人

コースター、ランチョンマットづくり体験

籐細工体験
●休 火曜日 ●    150分 ●数 2～7人 ●￥ 1,200円/人

みかんかご、おつまみ皿、一輪ざし作り体験

陶芸体験
自由制作。絵付け体験。汚れてもいい服装でお越しくださ
い。焼き上がりまで2～3カ月かかります。

●休 火曜日 ●    30分～ ●数 1～30人 ●￥ 750円～/人

開館時間：9：00～17：00

囲炉裏を囲んで民話体験
山陰の民話を囲炉裏を囲んで、地元の語り部さんからお話
を聞きます。小泉八雲「耳なし芳一」のマジックビジョンシ
アターもあります。

●休 火曜日 ●    50分 ●数 1～30人 ●￥ 大人200円  小人100円

●☎ 0852-28-0040
●住 松江市大庭町1614 ●休 火曜日（祝日の場合翌日休館）、年末年始

松江和紙てまりづくり
和紙てまり、かがりてまり、麻の葉刺しづくり体験。

●休 火曜日 ●    60分～ ●数 1～10人 ●￥ 800円～/人

入館無料、見学自由

9：00～17：00（入館は16：30まで）

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア
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伝統芸能・工芸等

ものづくり体験
風の子楽習館（含 手引ヶ丘公園）
風力・太陽光による発電、太陽熱利用・雨水の再利用など
をはじめとして自然の通風・採光を積極的に取り入れた環
境にやさしい施設です。竹や木の枝・どんぐりなどの自然素
材を使ったものづくり体験等を展開します。

●住 出雲市多伎町口田儀458-1 ●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
●    体験学習：30～60分　館内見学：約60分
●数 5～40人
　 （40名を超える場合
　　は要相談）
●￥ ・入館料無料
　　（ものづくり体験は
　　　実費負担）
　 ・研修棟利用は有料　
●☎ 0853-86-3644

出雲市

陶芸絵付体験

モニュメント・ミュージアム 来待ストーン

素焼きのお皿か湯のみに、4色で好きな絵を描く体験です。
短時間で、小さなお子様でも体験可能。焼き上がりは2～2
か月半後。※送料別途

●休 火曜日、水曜日、木曜日 ●    40分 ●数 1～40人 
●￥ 1,020円/人（材料費込み、団体料金有り）

陶芸体験
粘土から、皿やコップなどお好きなものを作って頂きます。
釉薬は石州瓦でも使用される来待釉薬を含め、5色から選
べます。事前お問い合わせで、時計や土鍋作りも可。ミュー
ジアム見学とのセット料金もあります。

●休 火曜日、水曜日、木曜日 ●    90分 ●数 1～30人 
●￥ 大人2,050円　小中生1,530円（材料費込み、団体料金有り）

来待石のペンダント作り体験
来待石に手回しドリルで穴
をあけ、みがいて、好きな
かざりをつけてペンダント
を作ります。

●休 火曜日 ●    20分
●数 1～10人  ●￥ 400円

来待石 彫刻体験
伝統工芸品「出雲石灯ろう」の原材料である来待石。スタッフ
の指導で、石板に好きな絵や字を彫ります。ミュージアムの見
学を同時に行うことで、伝統産業や地質についても学べます。

●休 火曜日 ●    90分 ●数 1～100人 
●￥ 大人1,540円　小中生1,020円（材料費込み、団体料金有り）

松江市

●☎ 0852-66-9050
●住 松江市宍道町1574-1 ●休 火曜日

安来市

どじょうすくい体験
安来節演芸館
安来といえば安来節！安来節といえばどじょうすくい！皆一緒に
アラ、エッサッサー。鑑賞・体験・弁当プランもあります。

●住 安来市古川町534 ●休 水曜日（５・１０・１１月は第一水曜のみ休館）
●    30分～
●数 5～40人
●￥ 2,500円/人
　　（小中2,250円）
●☎ 0854-28-9500

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

●    30～60分 ●数 1～50人
●￥ 800～1,800円/人　

ミニそろばん作り体験
雲州そろばん協業組合
「雲州そろばん」は、江戸時
代後期から続く奥出雲の地
場産業です。そろばん職人が
加工した部品を組み立てミ
ニそろばんを作ります。
※作ったそろばんは、お持ち
帰りできます。

●住 奥出雲町下横田76-5
●休 年中無休（年末年始、冬季間
　　の日・祝日を除く。）
●    60分 ●数 1～20人
●￥ 2,000円/人
●☎ 0854-52-0839

奥出雲町

やきもの体験
手びねり（土から形をつくる）
から絵付けまで体験できま
す。出来上がりは約1ヵ月後。

●    30～60分 ●数 1～50人
●￥ 800～2,000円/人

大田市 温泉津やきもの館

●    約60分 ●数 1～40人
●￥ 1,000円/人

ガラス工芸体験（サンドブラスト）
コップに絵を書き、カッターで切
り抜いてすりガラス状の模様を
施すサンドブラスト体験です。

大田市

神楽面絵付け体験
島根県西部は石見神楽が非常に盛
んです。その神楽面へ絵付けし、オ
リジナルの面を製作。出来上がっ
たものはお持ち帰り頂けます。

●☎ 0855-65-4139

●住 大田市温泉津町温泉津イ22-2
●休 年末年始（１２/２９～１/３）

ふれあい交流館

●☎ 0854-88-3601

●住 大田市仁摩町天河内975
●休 水曜日、年末（１２/２９～３１）、年始（１/9～11）

●    約60分 ●数 1～40人
●￥ 900円～/人

ガラス工芸体験（クリアキャンドル）
カラーサンドで土台を作り、お好き
な小物をディスプレイするクリア
キャンドル体験です。

出雲
エリア

石見
エリア

石見
エリア

藍染体験
広瀬絣センター
古来の染色方法であ
る「藍染」を体験。
白布を輪ゴムで絞
り、天然藍で染めま
す。事前連絡で、機
織体験もできます。

●住 安来市広瀬町町帳775-1 ●休 水曜日、年末年始
●    60分 ●数 1～30人 ●￥ 800円～/人 ●☎ 0854-32-2575

安来市出雲
エリア

ご縁しめ縄づくり体験
大しめなわ創作館
日本一といわれる出雲大
社神楽殿の大しめ縄が
作られている飯南町。町
に伝わるしめ縄文化の伝
承施設として平成26年
に開館した「大しめなわ
創作館」では、しめ縄資料の展示、製作工房の見学、しめ縄
づくりの体験ができます。

●住 飯石郡飯南町花栗54-2
●休 年末年始
●    20～30分（初級） 
●数 30人
●￥ 880円/人（初級）　
●☎ 0854-72-1017

飯南町出雲
エリア

●住 浜田市三隅町古市場589
●休 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合翌平日）、年末年始（１２/２８～１/４）
●    30分～120分　体験人数によって異なります。 ●数 1～40人 
●￥ ・葉書判（2枚） 540円　・A3判（1枚） 1,290円
　　・卒業証書　規格によって異なります　＊入館料無料
●☎ 0855-32-4170

紙漉き体験

ユネスコ無形文化遺産にも
登録された石州半紙の製品
の展示・販売と紙漉き工房。和紙の製造工程を学んだり、実
際にハガキや卒業証書などの手漉き和紙体験ができます。
和紙の特徴や歴史等について学ぶ講座の開催は応相談。

浜田市

石州和紙会館

石見
エリア
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伝統芸能・工芸等

ものづくり体験
風の子楽習館（含 手引ヶ丘公園）
風力・太陽光による発電、太陽熱利用・雨水の再利用など
をはじめとして自然の通風・採光を積極的に取り入れた環
境にやさしい施設です。竹や木の枝・どんぐりなどの自然素
材を使ったものづくり体験等を展開します。

●住 出雲市多伎町口田儀458-1 ●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
●    体験学習：30～60分　館内見学：約60分
●数 5～40人
　 （40名を超える場合
　　は要相談）
●￥ ・入館料無料
　　（ものづくり体験は
　　　実費負担）
　 ・研修棟利用は有料　
●☎ 0853-86-3644

出雲市

陶芸絵付体験

モニュメント・ミュージアム 来待ストーン

素焼きのお皿か湯のみに、4色で好きな絵を描く体験です。
短時間で、小さなお子様でも体験可能。焼き上がりは2～2
か月半後。※送料別途

●休 火曜日、水曜日、木曜日 ●    40分 ●数 1～40人 
●￥ 1,020円/人（材料費込み、団体料金有り）

陶芸体験
粘土から、皿やコップなどお好きなものを作って頂きます。
釉薬は石州瓦でも使用される来待釉薬を含め、5色から選
べます。事前お問い合わせで、時計や土鍋作りも可。ミュー
ジアム見学とのセット料金もあります。

●休 火曜日、水曜日、木曜日 ●    90分 ●数 1～30人 
●￥ 大人2,050円　小中生1,530円（材料費込み、団体料金有り）

来待石のペンダント作り体験
来待石に手回しドリルで穴
をあけ、みがいて、好きな
かざりをつけてペンダント
を作ります。

●休 火曜日 ●    20分
●数 1～10人  ●￥ 400円

来待石 彫刻体験
伝統工芸品「出雲石灯ろう」の原材料である来待石。スタッフ
の指導で、石板に好きな絵や字を彫ります。ミュージアムの見
学を同時に行うことで、伝統産業や地質についても学べます。

●休 火曜日 ●    90分 ●数 1～100人 
●￥ 大人1,540円　小中生1,020円（材料費込み、団体料金有り）

松江市

●☎ 0852-66-9050
●住 松江市宍道町1574-1 ●休 火曜日

安来市

どじょうすくい体験
安来節演芸館
安来といえば安来節！安来節といえばどじょうすくい！皆一緒に
アラ、エッサッサー。鑑賞・体験・弁当プランもあります。

●住 安来市古川町534 ●休 水曜日（５・１０・１１月は第一水曜のみ休館）
●    30分～
●数 5～40人
●￥ 2,500円/人
　　（小中2,250円）
●☎ 0854-28-9500

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

●    30～60分 ●数 1～50人
●￥ 800～1,800円/人　

ミニそろばん作り体験
雲州そろばん協業組合
「雲州そろばん」は、江戸時
代後期から続く奥出雲の地
場産業です。そろばん職人が
加工した部品を組み立てミ
ニそろばんを作ります。
※作ったそろばんは、お持ち
帰りできます。

●住 奥出雲町下横田76-5
●休 年中無休（年末年始、冬季間
　　の日・祝日を除く。）
●    60分 ●数 1～20人
●￥ 2,000円/人
●☎ 0854-52-0839

奥出雲町

やきもの体験
手びねり（土から形をつくる）
から絵付けまで体験できま
す。出来上がりは約1ヵ月後。

●    30～60分 ●数 1～50人
●￥ 800～2,000円/人

大田市 温泉津やきもの館

●    約60分 ●数 1～40人
●￥ 1,000円/人

ガラス工芸体験（サンドブラスト）
コップに絵を書き、カッターで切
り抜いてすりガラス状の模様を
施すサンドブラスト体験です。

大田市

神楽面絵付け体験
島根県西部は石見神楽が非常に盛
んです。その神楽面へ絵付けし、オ
リジナルの面を製作。出来上がっ
たものはお持ち帰り頂けます。

●☎ 0855-65-4139

●住 大田市温泉津町温泉津イ22-2
●休 年末年始（１２/２９～１/３）

ふれあい交流館

●☎ 0854-88-3601

●住 大田市仁摩町天河内975
●休 水曜日、年末（１２/２９～３１）、年始（１/9～11）

●    約60分 ●数 1～40人
●￥ 900円～/人

ガラス工芸体験（クリアキャンドル）
カラーサンドで土台を作り、お好き
な小物をディスプレイするクリア
キャンドル体験です。

出雲
エリア

石見
エリア

石見
エリア

藍染体験
広瀬絣センター
古来の染色方法であ
る「藍染」を体験。
白布を輪ゴムで絞
り、天然藍で染めま
す。事前連絡で、機
織体験もできます。

●住 安来市広瀬町町帳775-1 ●休 水曜日、年末年始
●    60分 ●数 1～30人 ●￥ 800円～/人 ●☎ 0854-32-2575

安来市出雲
エリア

ご縁しめ縄づくり体験
大しめなわ創作館
日本一といわれる出雲大
社神楽殿の大しめ縄が
作られている飯南町。町
に伝わるしめ縄文化の伝
承施設として平成26年
に開館した「大しめなわ
創作館」では、しめ縄資料の展示、製作工房の見学、しめ縄
づくりの体験ができます。

●住 飯石郡飯南町花栗54-2
●休 年末年始
●    20～30分（初級） 
●数 30人
●￥ 880円/人（初級）　
●☎ 0854-72-1017

飯南町出雲
エリア

●住 浜田市三隅町古市場589
●休 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合翌平日）、年末年始（１２/２８～１/４）
●    30分～120分　体験人数によって異なります。 ●数 1～40人 
●￥ ・葉書判（2枚） 540円　・A3判（1枚） 1,290円
　　・卒業証書　規格によって異なります　＊入館料無料
●☎ 0855-32-4170

紙漉き体験

ユネスコ無形文化遺産にも
登録された石州半紙の製品
の展示・販売と紙漉き工房。和紙の製造工程を学んだり、実
際にハガキや卒業証書などの手漉き和紙体験ができます。
和紙の特徴や歴史等について学ぶ講座の開催は応相談。

浜田市

石州和紙会館

石見
エリア
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伝統芸能・工芸等

●住 鹿足郡津和野町殿町 ●休 なし
●    紙漉き　25分程度、和紙人形　30分程度
●数 紙漉き　2～40人、和紙人形　2～200人
●￥ 紙漉き体験：（はがき2枚作成550円）（色紙作成1枚800円）
　  和紙人形づくり：50cm和紙人形作成1回1,080円
●☎ 0856-72-1661

紙漉き体験・
和紙人形づくり体験
自分のオリジナルハガキや色紙を紙漉き体験で作れます。
また、津和野町のお土産として大人気だった和紙人形づく
りも体験できます。どちらとも要予約。人数によって様々な
対応ができます。ご相談下さい。大型バスも駐車でき、団体
のお客様をお迎えできる施設です。

沙羅の木

●    90分 ●数 20人 
●￥ 2,160円/2枚～　※1枚追加毎に540円　

●    120分 ●数 10～50人 ●￥ 540円

草木染め体験
玉ねぎの皮やクマ笹など、身近な
材料を使っての草木染め体験。ラ
ンチョンマットやハンカチ、コース
ターやストールなど好きな布を染
めることができます。

農家さんの農業体験
弥栄町内の農家に行き、農家さんと話をしながら収穫や
作業を行います。収穫した野菜を使った味噌汁作りも可能
です。（別料金）

浜田市 ふるさと体験村

●    30分 ●数 ～15人
●￥ 1,080円/5人　

薪割り体験
薪ストーブに使用する薪を割る体験。
昔ながらの斧を使う薪割りと、機械
を使う薪割り、竹炭焼に使う竹割り
も体験できます。

●    30分 ●数 ～10人 ●￥ 1,620円/本　

椎茸の駒打ち体験
ナラなどの原木に穴を開け、種駒
を植えていきます。収穫まで約2年
かかるため、お持ち帰りもお預か
りもできます。なめこなどの駒打ち
や、時期により収穫体験も可能。

西ノ島町

貝細工作り体験 じょんじょん

貝殻の絵付け、イカのストラップ、サザエのメッセージカード立
て、シーグラスのフォトフレーム作りを体験。残り時間を和太
鼓や踊りで楽しむサプライズも。

色鮮やかな天然のひおうぎ貝
やサザエを使って、旅の思い
出を飾るフォトフレーム作りや
ビーズやハワイアンリボンを
使ったオリジナルストラップ作
り等が体験できます。

西ノ島町

津和野町

隠岐民謡体験
西ノ島町の民謡を地域住民から習
い、交流を深めることができます。

地元西ノ島の土を使って、美しい風合いの染物体験ができま
す。オリジナルのお土産作りに最適です。

西ノ島町

●住 隠岐郡西ノ島町浦郷　観光交流センター内
●休 8/12～16、年末年始受入れ不可
●    30分 ●数 5～40人 ●￥ 540円/人
●☎ 08514-7-8888
　（事務局：西ノ島町観光協会）

●    120～150分 ●数 1～40人 ●￥ 2,000円

●☎ 0855-48-2612

●住 浜田市弥栄町三里ハ156
●休 ４～１０月　無休、１１～３月　火曜日

隠岐の島町

ひおうぎ貝・サザエの貝殻創作体験

泥染め体験

てびねりや電動ろくろを使って、オリジナルの皿やコップ作り
を体験できます。地元西ノ島の赤土と、樹木や海藻から作っ
た釉薬で独特の風合いに仕上がります。

●    120分 ●数 1～15人 ●￥ てびねり 3,000円/電動ろくろ 5,000円

●住 隠岐郡西ノ島町美田4386-3
　　（事務局：西ノ島町観光協会）
●休 8/12～16、年末年始受入れ不可
●    60分～ ●数 1人～ ●￥ 500円/人 ●☎ 08514-7-8888

陶芸体験

観光交流施設　産直問屋しおさい

焼火窯（たくひがま）
●住 隠岐郡西ノ島町美田4386-3（事務局：西ノ島町観光協会）
●休 8/12～16、年末年始受入れ不可 ●☎ 08514-7-8888

●住 隠岐郡隠岐の島町津戸1113番地1 ●休 8/12～16、年末年始
●    60分～ ●数 1～40人 ●￥ 700円 ●☎ 08512-6-2911

石見
エリア

石見
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア

※配送料は別途かかります。


