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出雲市

裏方探検ツアー

宍道湖自然館「ゴビウス」

水族館の水槽の裏側はどんな仕組みになっているで
しょうか。飼育スタッフたちはどんな作業をしているので
しょう。水族館の裏方を飼育スタッフがご案内します。
※人数・参加対象に制限があります。詳細はお問い合わせ下さい。

●    20分程度 ●数 1回20名程度
●￥ 体験料：無料　※入館料が必要となります。

●住 出雲市園町1659-5
●休 毎週火曜日（火曜が祝日の場合は翌平日休み）、年末年始（12/28～1/1）
●￥ 入館料：大人500円　小中高生200円
　　※学校教育活動での利用の場合は料金が減免となります。
●☎ 0853-63-7100

●    30～60分
●数 最大40名まで 　※1回に40名程度、班分け対応可
●￥ 体験料：無料　※入館料が必要となります。

生きものや宍道湖・中海の話
レクチャールームにて宍道湖・中海や島根の川の生きもの
についてなど、学習テーマに応じた解説をいたします。解説
の中では、あらかじめ送っていただいた質問にお答えする
こともできます。また、館内の水槽を問題を解きながらじっ
くりと観察できるワークシートのご用意もできます。これは
学年、学習テーマに応じて問題を設定しており、解説を交
えた答え合わせを行うこともできます。

自然・環境・生物
出雲
エリア

松江市

第2溶岩洞窟見学（竜渓洞）
松江市 歴史まちづくり部 まちづくり文化財課
大根島は、約19万年前の火山活動でできたと言われ、そ
の地下には溶岩が流れてできた洞窟があります。
この竜渓洞は、昭和8年、道路工事の際に偶然発見され
たもので、この洞窟はその珍奇な形状から竜神様の住処
（すみか）になぞらえて「竜渓洞」と名づけられました。内
壁には、つらら石も見られ、岩肌には熔岩流出のあとが直
線状あるいは渦巻状にあざやかに残っています。
また洞窟内には、目の退化した世界的にも希少な洞窟性
の生物が生息しており、学術研究の対象になっています。
自然観察指導員の案内で、国指定天然記念物の溶岩洞
窟の地質及び生物の観察を行います。

●住 松江市八束町寺津「竜渓洞」
●休 無休（但し、指導員に予約が必要）
●    30分 ●数 最大25名まで ●￥ 無料
●☎ 090-3178-2483（ガイド：自然観察指導員 門脇）

出雲
エリア
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自然・環境・生物

隠岐の島町

隠岐の島町

バックヤードツアー
水族館の仕事現場をご案内します。

●    20～40分 ●数 ～60人 
●￥ 入館料に含む（大人1,240円、小中高生410円）
　  団体（大人990円、小中高生330円）
     学校教育団体には減免有。

浜田市

島根県立しまね海洋館「アクアス」

生き物のお話
レクチャーホールにて海や川の生き物、水族館の仕
事についてお話します。（内容要相談）

●    30分 （60分で80人まで可能） ●数 ～40人 
●￥ 入館料に含む（大人1,240円、小中高生410円）
　  団体（大人990円、小中高生330円） 学校教育団体には減免有。
　　※シロイルカパフォーマンス休止中のため、平成30年3月下旬
　　　（予定）まで入館料20％OFF

●住 浜田市久代町1117-2  ●休 火曜日 ●☎ 0855-28-3900

出雲市

仔牛とのふれあいとバターづくり
カウベルミルクガーデン牧場㈱
仔牛の心音を聴き、命の大切さを学びます。またミルクから
できる乳製品の大切さや、自分で物をつくることを学習でき
ます。

●住 出雲市佐田町反辺601 ●休 火曜日
●    90分 ●数 10～50人 ●￥ 500～1,000円/人
●☎ 0853-84-1007 （牧場のパン屋さんカウベル）

出雲
エリア 江津市

江津万葉の里
再生可能エネルギー見学ツアー
江津高野山風力発電所
江津市の地域資源を活用した太陽光・木質バイオマス・水
力・風力の発電施設を巡る見学ツアーです。ジオラマで水
力・風力の発電施設の概要を学習した後、各施設を職員が
案内します。

●住 江津市松川町上河戸703 ●    約210分 ●数 6～24人
●休 実施日：第2、第4水曜日　13：00～
　 ※上記以外の団体予約希望の際はお問い合わせください。
●￥ 無料
●☎ 0855-57-0221 （島根県企業局西部事務所）

雲南市

馬との出会い体験プログラム
雲南TRC　さくらおろち牧場
馬にエサをあげることから始まりブラッシング、一緒にお散
歩、乗馬体験を通して馬とふれあい、「馬の命を守る」ことを
学びます。

●住 雲南市木次町北原933-2 ●休 水曜日
●    30～60分（9：00～12：00　13：30～17：30）
●数 1～50人 ●￥ 中高生2,160円
●☎ 0854-48-0655

出雲
エリア

石見
エリア

石見
エリア

吉賀町

高津川水系ガイド案内
（河川周辺と水源会館）
吉賀町観光協会
全国の一級河川で唯一、支流を含めて一切ダムがなく、水源
が特定できる希少な川「高津川」の水源に作られた資料館
『水源会館』と河川周辺をガイドが案内する学習プログラ
ム。説明内容は高津川水系の特徴や河川争奪（地学）の歴
史などから選ぶことが出来ます。

●住 鹿足郡吉賀町田野原435-1 ●休 火曜日、12月～2月（冬季休業）
●    30～120分　※案内内容、時間は相談に応じます。
●数 ～100人
●￥ 小中生160円（団体100円）
　　高校生（一般）310円（団体250円）
　 案内ガイド1名当たり　料金1，500円
●☎ 080-2922-1506

石見
エリア

ジオパーク山歩きツアー
（一社）隠岐ジオパークツアーデスク
隠岐ユネスコ世界ジオパークの自然をガイドの案内で感じ、ガイ
ドブックには載っていない隠岐の素晴らしさを体験できます。
コース（自然回帰の森（乳房杉・大満寺山・鷲ヶ峰・トカゲ岩））

●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 1～10人
●￥ 1回4時間15,000円、1日20,000円（ガイド料）　※要予約
●☎ 08512-3-1005

岸壁釣り体験
（一社）隠岐の島町観光協会
都会っ子にとって島の海は驚きと発見がいっぱい、田舎体験
の楽しい思い出は釣りでしょう！初心者歓迎！案内人付き。

●住 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四54-3　隠岐ポートプラザ1階
●休 無休 ●    60分～
●￥ 1,500円（竿1本、エサ、椅子、ライフジャケット、氷入りクーラー） 
　　※延長30分毎に500円 ●数 1～30人
●☎ 08512-2-0787

隠岐
エリア

隠岐
エリア
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隠岐の島町

隠岐の島町

バックヤードツアー
水族館の仕事現場をご案内します。

●    20～40分 ●数 ～60人 
●￥ 入館料に含む（大人1,240円、小中高生410円）
　  団体（大人990円、小中高生330円）
     学校教育団体には減免有。

浜田市

島根県立しまね海洋館「アクアス」

生き物のお話
レクチャーホールにて海や川の生き物、水族館の仕
事についてお話します。（内容要相談）

●    30分 （60分で80人まで可能） ●数 ～40人 
●￥ 入館料に含む（大人1,240円、小中高生410円）
　  団体（大人990円、小中高生330円） 学校教育団体には減免有。
　　※シロイルカパフォーマンス休止中のため、平成30年3月下旬
　　　（予定）まで入館料20％OFF

●住 浜田市久代町1117-2  ●休 火曜日 ●☎ 0855-28-3900

出雲市

仔牛とのふれあいとバターづくり
カウベルミルクガーデン牧場㈱
仔牛の心音を聴き、命の大切さを学びます。またミルクから
できる乳製品の大切さや、自分で物をつくることを学習でき
ます。

●住 出雲市佐田町反辺601 ●休 火曜日
●    90分 ●数 10～50人 ●￥ 500～1,000円/人
●☎ 0853-84-1007 （牧場のパン屋さんカウベル）

出雲
エリア 江津市

江津万葉の里
再生可能エネルギー見学ツアー
江津高野山風力発電所
江津市の地域資源を活用した太陽光・木質バイオマス・水
力・風力の発電施設を巡る見学ツアーです。ジオラマで水
力・風力の発電施設の概要を学習した後、各施設を職員が
案内します。

●住 江津市松川町上河戸703 ●    約210分 ●数 6～24人
●休 実施日：第2、第4水曜日　13：00～
　 ※上記以外の団体予約希望の際はお問い合わせください。
●￥ 無料
●☎ 0855-57-0221 （島根県企業局西部事務所）

雲南市

馬との出会い体験プログラム
雲南TRC　さくらおろち牧場
馬にエサをあげることから始まりブラッシング、一緒にお散
歩、乗馬体験を通して馬とふれあい、「馬の命を守る」ことを
学びます。

●住 雲南市木次町北原933-2 ●休 水曜日
●    30～60分（9：00～12：00　13：30～17：30）
●数 1～50人 ●￥ 中高生2,160円
●☎ 0854-48-0655

出雲
エリア

石見
エリア

石見
エリア

吉賀町

高津川水系ガイド案内
（河川周辺と水源会館）
吉賀町観光協会
全国の一級河川で唯一、支流を含めて一切ダムがなく、水源
が特定できる希少な川「高津川」の水源に作られた資料館
『水源会館』と河川周辺をガイドが案内する学習プログラ
ム。説明内容は高津川水系の特徴や河川争奪（地学）の歴
史などから選ぶことが出来ます。

●住 鹿足郡吉賀町田野原435-1 ●休 火曜日、12月～2月（冬季休業）
●    30～120分　※案内内容、時間は相談に応じます。
●数 ～100人
●￥ 小中生160円（団体100円）
　　高校生（一般）310円（団体250円）
　 案内ガイド1名当たり　料金1，500円
●☎ 080-2922-1506

石見
エリア

ジオパーク山歩きツアー
（一社）隠岐ジオパークツアーデスク
隠岐ユネスコ世界ジオパークの自然をガイドの案内で感じ、ガイ
ドブックには載っていない隠岐の素晴らしさを体験できます。
コース（自然回帰の森（乳房杉・大満寺山・鷲ヶ峰・トカゲ岩））

●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 1～10人
●￥ 1回4時間15,000円、1日20,000円（ガイド料）　※要予約
●☎ 08512-3-1005

岸壁釣り体験
（一社）隠岐の島町観光協会
都会っ子にとって島の海は驚きと発見がいっぱい、田舎体験
の楽しい思い出は釣りでしょう！初心者歓迎！案内人付き。

●住 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四54-3　隠岐ポートプラザ1階
●休 無休 ●    60分～
●￥ 1,500円（竿1本、エサ、椅子、ライフジャケット、氷入りクーラー） 
　　※延長30分毎に500円 ●数 1～30人
●☎ 08512-2-0787

隠岐
エリア

隠岐
エリア
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西ノ島町

西ノ島町

魚釣り体験

指導員が付いて、餌の付け方から指導します。島内各所で体
験可能なため、様々なメニューとの組み合わせが可能です。

●住 隠岐郡西ノ島町美田4386-3（事務局：西ノ島町観光協会）
●休 お問合せ下さい ●    60分～ ●数 10～50人
●￥ 864円/人（餌・道具付き）
●☎ 08514-7-8888

国賀浜～摩天崖ウォーキング

隠岐を代表する景勝地国賀海岸。国賀浜から摩天崖までの
2㎞をウォーキング。放牧された牛や馬が草を食む様子を観
察しながら、日本の遊歩百選に指定された素晴らしいコース
をお楽しみください。島内観光コースでも非常に人気の高い
コースです。

●住 隠岐郡西ノ島町美田4386-3（事務局：西ノ島町観光協会）
●休 お問合せ下さい ●    90分 ●￥ 無料
●☎ 08514-7-8888

（一社）西ノ島町観光協会

海士町

大地の成り立ちと歴史・文化を
体感する「海士町ジオツアー」
NPO法人隠岐しぜんむら
隠岐神社、金光寺山、明屋海岸をめぐるガイド案内プログラ
ムです。文化の成立が大地の成り立ちに由来することを、ジ
オパーク的な視点でガイドが説明案内をします。ご希望に
よって出発場所を選ぶことが出来ます。

●住 隠岐郡海士町大字海士5328-6 ●休 8月を除く全期間
●    3～4時間（半日） ●￥ 3,500円／人（税別）
●数 3～30人　※希望人数が多い場合はご相談ください。
●☎ 08514-2-1313

（一社）西ノ島町観光協会

隠岐
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア


