
●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25 島根県教育旅行素材集 28

生活・食文化
和菓子作りと抹茶体験 坂根屋
茶人として有名な、松江藩主松平不昧公。不昧公好みの和
菓子を作り、抹茶を飲みながら食します。時間、内容は応相談。

●住 出雲市今市町 ●休 不定休
●    80分 ●数 1～80人
●￥ 1,200円/人　
●☎ 0853-31-4884

●住 松江市殿町43 ●休 水曜日 ●    約30分 ●数 1～20人
●￥ 1,080円/人　
開催日時 ①11:00～、②14:00～　※要予約
●☎ 0852-20-7000

出雲市

和菓子づくり体験 カラコロ工房
日本三大和菓子どころでもある地で日本文化を体験。職人さ
んの手ほどきを受けながら、和菓子を3個作ります。できたばか
りの和菓子は、やわらかくて風味も高く格別の味わいです。

松江市

松江市

蕎麦打ち体験

八雲ふるさと館

のどかな田園風景のな
かでの楽しい蕎麦打
ち。地元の蕎麦打ち名
人が指導します。出来
上がった蕎麦はお持ち
帰りもできます。近くに
は温泉施設もあります。
※要予約

●    90分 ●数 1～40人 ●￥ 510円/人

チマキ作り体験
チマキの調理体験をします。（実施時期：6月）　※要予約

●    120分 ●数 1～40人 ●￥ 700円～

芋掘り体験
芋掘り体験をします。（実施時期：10月）　※要予約

●    120分 ●数 1～40人 ●￥ 800円～

●住 松江市八雲町熊野809 ●休 火曜日 ●☎ 0852-54-2041

出雲市

塩炊き体験
本釜で濃縮した塩水を小鍋に
入れて七輪で炊き上げます。本
釜を見学することもできます。

●    約60分 ●数 5～50人 
●￥ 3,000円/回

鵜鷺コミュニティセンター（鵜鷺げんきな会）
うさぎ

町並み散策
北前船で賑わった港町が残る
鷺浦地区。赤瓦で統一された
家の屋根や船宿等の古民家、
神社などを散策します。

●    約90分 ●数 5～50人 ●￥ 500円/人
土産に120gの塩がもらえます。

●☎ 090-7992-5236
●住 出雲市大社町鷺浦1045-1 ●休 12月～3月

出雲市

災害時自活実践塾―ライフラインが止まったら―
須佐の縁　我逢人・一縁荘
閑静な山間にひっそりと佇む、築100年の古民家で電気、ガ
ス、水道が無い状況での生活体験をし、人間の本来あるべき
姿や私たちの生活の原点を見つめます。
ジビエ（猪・鹿肉）の料理体験も可能です。

●住 出雲市佐田町須佐574-2  ●休 お問合せ下さい
●    ご要望に応じたプランにて対応します。
●数 5～18人 ●￥ 夕食・朝食付　8,000円/名（一泊の場合）
●☎ 0853-84-0919

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア
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出雲市

木綿街道探訪帖「日本生姜糖元祖の巻」

1715年創業の日本生姜糖元祖の老舗です。
來間屋生姜糖本舗の創業からの歴史説明や一子相伝の生
姜糖の製法などについて動画を観ながら説明します。本店で
しか味わえない出来立ての生姜糖を食べていただきます。
※木・日曜日は製造がお休みになります。出来立ての生姜糖は、前
日に製造した製品と致します。

木綿街道振興会

山陰名産來間屋生姜糖本舗

●住 出雲市平田町774 ●    約20分
●数 1～10人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 300円

●休 お問合せ下さい ●☎ 0853-62-2631

木綿街道探訪帖「醤油蔵の巻」
再仕込み醤油醸造の老舗です。
醤油の種類や原材料、製法など醤油の醸造に関する説明と
醤油蔵の見学をしていただきます。
再仕込み醤油を使った「醤油ソフトクリーム」を召し上がって
いただきます。

持田醤油店

●住 出雲市平田町807 ●    約20分
●数 1～20人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 500円

木綿街道探訪帖「本石橋邸見学の巻」

出雲市立の観光交流施設内の国登録有形文化財です。
築後250年を経た当地の地主の屋敷です。松江藩主の御
成り座敷や茶室、庭園などを見学していただき、本石橋家の
歴史などをお伝えします。

木綿街道交流館

●住 出雲市平田町834 ●    約30分
●数 1～40人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 200円

●住 出雲市平田町841 ●    60分
●数 5～40人 ●￥ 500円

木綿街道探訪帖「醤油テイスティングの巻」

再仕込み醤油醸造の老舗です。
醤油が出来るまで・醤油の種類・出雲の國の食文化・当店の歴
史を説明します。出雲の國で欠かせない、「再仕込み醤油」につ
いて味見をしていただきながら楽しくわかりやすく説明します。

岡茂一郎商店

●住 出雲市平田町861 ●    約20分
●数 1～20人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 無料

木綿街道探訪帖「造り酒屋酒蔵見学の巻」
老舗の酒蔵です。
築130年余りの酒蔵の中で、酒造りの道具や設備をみてい
ただきながら、いかにしてお米がお酒に変わるのかをお伝えし
ます。

酒持田本店

●住 出雲市平田町758 ●    約30分～60分
●数 1～10人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 1,000円

木綿街道探訪帖「木綿の歴史と機織り体験の巻」

出雲市立の観光交流施設です。
実際に使われていた機織り機で機織りの体験をしていただき
ます。出雲平野で木綿が栽培されるようになった経緯や木綿
産業の盛衰についてお伝えします。

木綿生産で栄えた歴史を感じる木
綿街道をガイドが案内します。町並
みを歩きながら「かけだし」と呼ばれ
る川面に降りる階段や昔の繁栄の
面影が残る各場所を説明します。

木綿街道交流館

木綿街道探訪帖「木綿街道まちなみガイドの巻」
木綿街道交流館

●住 出雲市平田町841
●    約30分
●数 1～20人
　　※他のコースと
　　　組み合わせで
　　　増員可
●￥ 300円

出雲
エリア

生活・食文化

西ノ島町

するめ作り体験
（一社）西ノ島町観光協会
イカ割と、開いたイカを
洗うところまでを体験。
普段自分たちが食べてい
るものが、どうやって作ら
れるのか現場で体験する
事ができます。職人技を
もつ島のおばちゃん達が
楽しく指導してくれます。

●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 ●    30分 ●数 5～40人 
●￥ 810円～/人 ●☎ 08514-7-8888

邑南町

邑南町郷土料理体験

食の学校

邑南町の郷土料理の調理体験プログラムです。（昼食含む）
例）角寿司、チシャモミ（野菜のチシャと鯖の料理）、肉汁など

●    180分 ●数 4～20人 ●￥ 2,500円/1人
※他プログラムとの同時実施は出来かねます。

邑南町A級グルメ学習と調理体験
邑南町のA級グルメ推進につ
いて学び、実際に郷土の食材
を利用し調理体験をするプロ
グラムです。（昼食含む）
例）石見和牛や石見ポークを
使ったイタリアンなど

●    210分（30分学習＋実習180分）
●数 4～20人 ●￥ 3,500円/1人
※他プログラムとの同時実施は出来かねます。

●住 邑智郡邑南町日和1019-3 ●休 土曜日・祝日
●☎ 0855-97-0050

サザエカレー作り体験
観光交流施設　産直問屋しおさい
昔、島では、肉のかわりに
沢山とれるサザエをたっぷ
り使って、カレーを作って
いました。磯の香りたっぷ
りのサザエカレーを漁師の
お母さん達との交流を交
えながら一緒に作ります。

●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 1～50人 ●￥ 1,500円 ●☎ 08512-6-2911

蕎麦打ち体験
奥出雲の手打ち
山県そば
そば打ち体験工房
自分で打ったそばは最
高にうまい！！
時間を忘れて、田舎でそば打ちを楽しみませんか？
●住 仁多郡奥出雲町大呂515 ●休 水曜日 ●    60分  ●数 1～15人 
●￥ 2,500円/1玉（500gで5人前程度） ●☎ 0854-52-1149

奥出雲町

蕎麦打ち体験
古民家　暖々
自ら作った蕎麦粉を用い
た蕎麦は、歯ごたえだけ
でなくのどごしも良い。
築200年の古民家をリ
フォームして活用し、日本の原風景を守っています。釜で仁多
米を炊き、えごまを混ぜておにぎり作りもできます。※要予約
●住 仁多郡奥出雲町下横田157 ●休 火曜日、水曜日 ●    90分 
●数  ～15人  ●￥ 1,500円/人 ●☎ 0854-52-3652

奥出雲町

奥出雲町

蕎麦打ち体験
川西そば工房
奥出雲の恵まれた土
壌と気象条件で育った
美味しいそばを“自分で
打って食べる”。こだわ
り体験でそば打ちの楽
しさを味わってみませんか？そば粉挽きに現役で活躍する貴
重な水車も見学できます。

●住 仁多郡奥出雲町下横田 ●休 無休 ●    40～80分 ●数 5～40人 
●￥ 3,500円/1玉（500gで5人前程度） ●☎ 080-5232-4148

隠岐の島町

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

石見
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア

浜田市

蕎麦打ち体験
ふるさと体験村
体験村一番の人気体
験メニュー。打った蕎麦
は300円/一人前で調理もできます。
●住 浜田市弥栄町三里ハ156 ●休 ４～１０月  無休、１１～３月  火曜日
●    90分  ●数 ～40人  ●￥ 3,240円/1玉 ●☎ 0855-48-2612

石見
エリア
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出雲市

木綿街道探訪帖「日本生姜糖元祖の巻」

1715年創業の日本生姜糖元祖の老舗です。
來間屋生姜糖本舗の創業からの歴史説明や一子相伝の生
姜糖の製法などについて動画を観ながら説明します。本店で
しか味わえない出来立ての生姜糖を食べていただきます。
※木・日曜日は製造がお休みになります。出来立ての生姜糖は、前
日に製造した製品と致します。

木綿街道振興会

山陰名産來間屋生姜糖本舗

●住 出雲市平田町774 ●    約20分
●数 1～10人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 300円

●休 お問合せ下さい ●☎ 0853-62-2631

木綿街道探訪帖「醤油蔵の巻」
再仕込み醤油醸造の老舗です。
醤油の種類や原材料、製法など醤油の醸造に関する説明と
醤油蔵の見学をしていただきます。
再仕込み醤油を使った「醤油ソフトクリーム」を召し上がって
いただきます。

持田醤油店

●住 出雲市平田町807 ●    約20分
●数 1～20人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 500円

木綿街道探訪帖「本石橋邸見学の巻」

出雲市立の観光交流施設内の国登録有形文化財です。
築後250年を経た当地の地主の屋敷です。松江藩主の御
成り座敷や茶室、庭園などを見学していただき、本石橋家の
歴史などをお伝えします。

木綿街道交流館

●住 出雲市平田町834 ●    約30分
●数 1～40人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 200円

●住 出雲市平田町841 ●    60分
●数 5～40人 ●￥ 500円

木綿街道探訪帖「醤油テイスティングの巻」

再仕込み醤油醸造の老舗です。
醤油が出来るまで・醤油の種類・出雲の國の食文化・当店の歴
史を説明します。出雲の國で欠かせない、「再仕込み醤油」につ
いて味見をしていただきながら楽しくわかりやすく説明します。

岡茂一郎商店

●住 出雲市平田町861 ●    約20分
●数 1～20人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 無料

木綿街道探訪帖「造り酒屋酒蔵見学の巻」
老舗の酒蔵です。
築130年余りの酒蔵の中で、酒造りの道具や設備をみてい
ただきながら、いかにしてお米がお酒に変わるのかをお伝えし
ます。

酒持田本店

●住 出雲市平田町758 ●    約30分～60分
●数 1～10人　※他のコースと組み合わせで増員可 ●￥ 1,000円

木綿街道探訪帖「木綿の歴史と機織り体験の巻」

出雲市立の観光交流施設です。
実際に使われていた機織り機で機織りの体験をしていただき
ます。出雲平野で木綿が栽培されるようになった経緯や木綿
産業の盛衰についてお伝えします。

木綿生産で栄えた歴史を感じる木
綿街道をガイドが案内します。町並
みを歩きながら「かけだし」と呼ばれ
る川面に降りる階段や昔の繁栄の
面影が残る各場所を説明します。

木綿街道交流館

木綿街道探訪帖「木綿街道まちなみガイドの巻」
木綿街道交流館

●住 出雲市平田町841
●    約30分
●数 1～20人
　　※他のコースと
　　　組み合わせで
　　　増員可
●￥ 300円

出雲
エリア

生活・食文化

西ノ島町

するめ作り体験
（一社）西ノ島町観光協会
イカ割と、開いたイカを
洗うところまでを体験。
普段自分たちが食べてい
るものが、どうやって作ら
れるのか現場で体験する
事ができます。職人技を
もつ島のおばちゃん達が
楽しく指導してくれます。

●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 ●    30分 ●数 5～40人 
●￥ 810円～/人 ●☎ 08514-7-8888

邑南町

邑南町郷土料理体験

食の学校

邑南町の郷土料理の調理体験プログラムです。（昼食含む）
例）角寿司、チシャモミ（野菜のチシャと鯖の料理）、肉汁など

●    180分 ●数 4～20人 ●￥ 2,500円/1人
※他プログラムとの同時実施は出来かねます。

邑南町A級グルメ学習と調理体験
邑南町のA級グルメ推進につ
いて学び、実際に郷土の食材
を利用し調理体験をするプロ
グラムです。（昼食含む）
例）石見和牛や石見ポークを
使ったイタリアンなど

●    210分（30分学習＋実習180分）
●数 4～20人 ●￥ 3,500円/1人
※他プログラムとの同時実施は出来かねます。

●住 邑智郡邑南町日和1019-3 ●休 土曜日・祝日
●☎ 0855-97-0050

サザエカレー作り体験
観光交流施設　産直問屋しおさい
昔、島では、肉のかわりに
沢山とれるサザエをたっぷ
り使って、カレーを作って
いました。磯の香りたっぷ
りのサザエカレーを漁師の
お母さん達との交流を交
えながら一緒に作ります。

●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 1～50人 ●￥ 1,500円 ●☎ 08512-6-2911

蕎麦打ち体験
奥出雲の手打ち
山県そば
そば打ち体験工房
自分で打ったそばは最
高にうまい！！
時間を忘れて、田舎でそば打ちを楽しみませんか？
●住 仁多郡奥出雲町大呂515 ●休 水曜日 ●    60分  ●数 1～15人 
●￥ 2,500円/1玉（500gで5人前程度） ●☎ 0854-52-1149

奥出雲町

蕎麦打ち体験
古民家　暖々
自ら作った蕎麦粉を用い
た蕎麦は、歯ごたえだけ
でなくのどごしも良い。
築200年の古民家をリ
フォームして活用し、日本の原風景を守っています。釜で仁多
米を炊き、えごまを混ぜておにぎり作りもできます。※要予約
●住 仁多郡奥出雲町下横田157 ●休 火曜日、水曜日 ●    90分 
●数  ～15人  ●￥ 1,500円/人 ●☎ 0854-52-3652

奥出雲町

奥出雲町

蕎麦打ち体験
川西そば工房
奥出雲の恵まれた土
壌と気象条件で育った
美味しいそばを“自分で
打って食べる”。こだわ
り体験でそば打ちの楽
しさを味わってみませんか？そば粉挽きに現役で活躍する貴
重な水車も見学できます。

●住 仁多郡奥出雲町下横田 ●休 無休 ●    40～80分 ●数 5～40人 
●￥ 3,500円/1玉（500gで5人前程度） ●☎ 080-5232-4148

隠岐の島町

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

石見
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア

浜田市

蕎麦打ち体験
ふるさと体験村
体験村一番の人気体
験メニュー。打った蕎麦
は300円/一人前で調理もできます。
●住 浜田市弥栄町三里ハ156 ●休 ４～１０月  無休、１１～３月  火曜日
●    90分  ●数 ～40人  ●￥ 3,240円/1玉 ●☎ 0855-48-2612

石見
エリア


