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プラン内容

・プランのご説明と「しめ縄」と飯南
町についてのお話（20分）
・しめ縄製作（60 ～ 180分）
  ※ご相談により決定

企業向け研修プラン② チームビルディング

力を合わせ巨大なしめ縄を作って結束力UP！！

２メートル級巨大しめ縄創作体験

飯南町役場産業振興課
〒690-3513　島根県飯石郡飯南町下赤名８８０
TEL：0854-76-2214　FAX：0854-76-3950　担当：石飛幹祐

予約・問合せ先

オプション等

●小さいサイズのしめ縄製作体験も可能です。（代金980円～）

しめ縄（大黒締め）完成品例 巨大しめ縄体験風景 ミニしめ縄体験風景

内　容
日本最大とされる出雲大社神楽
殿の大しめ縄を古くから作ってい
る町、飯南町で2～3ｍの大しめ
縄を作ります。日本一大しめ縄の
町で力を合わせて一つの大しめ縄
を作り上げることによってチーム
力を醸成していただきます。

設定期間

予約方法
取消料

設定除外日

留意事項

受入可能人数

通年
年末年始
10 ～ 30名
製作するしめ縄の大きさにより費用が異なります。  例）2メートルサイズのしめ縄で費用は約30万円
電話
なし
・作成されました大しめ縄については、お客様の地元氏神様への奉納や会社にシンボルと
して飾っていただくことが可能です。島根県内にて納め先を探す場合には別途費用が発
生致します。
・体験内容等について、まずはご相談ください。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

料金（税込）

企業向け研修プラン① チームビルディング

個人でもチームでも参加できるウルトラマラソン大会

えびす・だいこく100kmマラソン

えびす・だいこくマラソン大会実行委員会事務局（松江観光協会美保関町支部内）
〒690-1501　島根県松江市美保関町美保関661　TEL：0852-73-9001
URL http://ebidai100km.jp/

予約・問合せ先

コース（イメージ） ゴール（イメージ） 記念撮影（イメージ）

内　容
島根半島の東端にある商売繁盛の神様
「えびす様」（美保神社）から西端の縁結び
の神様「だいこく様」（出雲大社）まで、日
本海沿岸や宍道湖岸など優れた景観と起
伏に富んだコースを走ります。個人はもち
ろん、2名～5名までのチームを組んで参
加できるので、完走を目指し、チームが一
丸となることでチームビルディングの研修
にもピッタリ。コース途中に設けられたエ
イドでの方言まじりの会話、地区毎の地元
料理など、地元ならではの“おもてなし”も
魅力です。

設定期間
スタート時間
コース

申込方法
留意事項

受入可能人数
料金（税込）

毎年5月最終日曜日（但し、2020年は5月24日となります。）
2～ 4名のチーム参加の場合は6：00、5名のチーム参加の場合は6：30
美保神社前（松江市美保関町）～出雲大社前（出雲市大社町）　全長約100㎞
チーム参加の場合：約220組（約1,000名）
チーム参加の場合：6,000円×人数
専用WEBサイトまたは郵送
・来年の大会についてはお問合せ
  ください。
・申込者多数の場合は、参加者
  は抽選で決定します。
・設定の可否等を必ず事前に
  ご確認ください。

会
議
・
研
修
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モデルプラン（一例）

1日目 2日目

設定期間
設定除外日
所要時間

予約方法
留意事項

受入可能人数
料金（税込）

通年（4～8月は要相談）
年末年始（12月28日～1月4日）と施設等整備の日（ホームページ参照）
応相談（組織力UP研修は1回3時間）
60名程度（最適人数10～35名）
お一人様施設使用料810円
シーツ等洗濯代300円、食費（3食）1,780円
※プランによって料金が変わりますので、詳しくはお問合せください。
電話  ※受入状況を確認し、利用の可否をお知らせします。
・近隣の温泉施設や三瓶自然館サヒメルの入館  割引券が付い
　ています。
・青少年教育施設のため、朝のつどい・夕べのつどい等生活上
　のきまりがあります。
・予約制です。利用の可否等を必ず事前にご確認ください。
・当施設では、登山や野外炊飯等、様々な活動プログラムを追
　加することができますので、お気軽にご相談ください。

16：00

17：10
19：00

20：30
22：00
22：30

企業向け研修プラン③ チームビルディング

大自然に囲まれた、いつもとはちょっと違った空間で組織力UP!

国立三瓶青少年交流の家

国立三瓶青少年交流の家 事業推進室
〒694-0002　島根県大田市山口町山口1638-12　TEL：0854-86-0319　FAX:0854-86-0458
URL http://sanbe.niye.go.jp/　e-mail：sanbe-suishin@niye.go.jp

予約・問合せ先

三瓶山 野外炊飯体験（イメージ） チームビルディング（イメージ）

内　容
三瓶の大自然の中で、「リフレッ
シュ」と「研修」をセットで行うプ
ランです。
人間関係を高め組織力UPにつな
げる「チームビルディング」にピッ
タリのプログラムです。

交流の家到着
入所手続き、宿泊室案内
夕べのつどい
三瓶温泉入浴（交流の家
にも浴室あり）
情報交換会
就寝準備
就寝

6：00
7：00
7：20
7：40
8：40
9：00

12：00
13：00

起床
朝のつどい
清掃
朝食
退所点検
組織力UP研修（チーム
ビルディング）
昼食
退所

※これ以外のプログラムも、
　ご相談に応じます。

設定期間

予約方法
取消料

設定除外日

留意事項

受入可能人数
料金（税込）

通年
7・8月、年末年始等　※詳しくはお問合せください。
5 ～ 20名
参加料：2,000円／人
電話
7日前まで：0％　7日前～：50％、
・屋外での体験ですので、汚れてもよい服装・動きやすい靴でお越しください。
・作った焼米はおみやげとしてお持ち帰りいただけます。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

10:00 ～
10:30 ～
11:00 ～
11:30 ～
12:00

オリエンテーション、薪割り、薪準備
籾を炒る
精米
試食
解散

企業向け研修プラン④ チームビルディング

たき火・大鍋を囲み、郷土食をともにつくり味わうことで達成感を共有します

郷土食「焼米（やっこめ）」づくりプログラム

二川地区地域自治組織 「ぬくもりの里　二川」
〒698-0202　島根県益田市美都町宇津川ロ377-3（二川公民館）
TEL：0856-52-2241　FAX：0856-52-2156　担当：小原靜伍

予約・問合せ先

焼米体験（イメージ） 焼米（イメージ） 焼米スープ（イメージ）

内　容
参加者全員で昔ながらの大鍋・大
しゃもじで米を炒ります。
田舎で大切にしてきた「結の精神」
を体験できます。参加者・主催者・
地域の方の交流も可能です。

プラン内容

オプション等

●昼食調理体験 うずめ飯（郷土食）づくり1,000円、石窯ピザづくり1,000円
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モデルプラン（一例）

1日目 2日目
午前

12：00

18：00

旅館または民宿到着
到着後、進行説明・チーム
分け発表など
昼食

研修
(会議・システム開発など）
夕食
※夕食後就寝までの間も
研修可能

  6：00

  7：00

12：00

18：00

起床
朝食までの間、散歩
（漁港にて水揚げ見学など可能）
朝食

研修
（会議・システム開発など）
昼食

研修
（会議・システム開発など）
夕食

企業向け研修プラン⑥ オフサイトミーティング

神 と々暮らす町・美保関町が『課題解決型』合宿・研修のお手伝い

美保関町 企業合宿・研修プラン

一般社団法人松江観光協会 美保関町支部
〒690-1501　島根県松江市美保関町美保関661　
TEL：0852-73-9001　

予約・問合せ先

早朝の港（イメージ） 研修の様子（イメージ） 地引き網体験（イメージ）

内　容
バラエティーに富んだ観光資源に
囲まれながら、企業や個人の課題
を解決し、価値を生み出す場とし
ておすすめのオーダーメイド型合
宿・研修プランです。

設定期間

予約方法

設定除外日

留意事項

所要時間

通年
お問合せください。
2～3日間（要相談）
5～30名
お問合せください。
（オーダメイド型）
電話
設定の可否等を必ず事
前にご確認ください。

3日目
  6：00

  7：00

  

12：00
午後

起床
朝食までの間、散歩
朝食

研修
(会議・システム開発など)
※美保神社への参拝等も
可能
昼食
帰路へ

受入可能人数

13：00～17：00   9：00～12：00

13：00～17：00

  9：00～12：00
料金（税込）

モデルプラン（一例）

1日目 2日目
入島
15：00

15：30

16：30

18：30

19：00

8：30

15：00

16：00

18：00

黒曜石ストラップ作り体験
隠岐で取れる上質の黒曜石
でストラップ作り
皮下にも食材を切ったり、
竹で飯盒炊飯をしたり、
古代人の感覚を体感
ワークシェアリング
海と青空を見ながら意見交換
漁師料理体験地元の方々と
「さざえカレー」作り
交流会
漁師料理体験で作ったもので
交流会

企業向け研修プラン⑤ チームビルディング

日本海に浮かぶ隠岐で生まれた「つながり」を学ぶ塾

隠岐塾

隠岐旅工舎
〒685-0013　島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫ノ四　隠岐ポートプラザ1F
TEL：08512-7-7100　FAX：08512-3-0221　担当：八幡

予約・問合せ先

学び舎は隠岐ユネスコ世界ジオパーク（イメージ） ワークシェアリング(イメージ) 火起こし体験(イメージ)

内　容
隠岐の自然・歴史文化・人の営み
を通して、人のつながりを学ぶ。
共同作業の体験を中心とした
オーダーメイド型のプログラムで
す。

設定期間

予約方法
取消料

設定除外日

留意事項

受入可能人数

通年
GW、盆、年末年始
※詳しくはお問合せ
ください。

２～３日間（要相談）
5～15名
お問合せください。
（オーダーメイド型）
電話またはFAX
なし
設定の可否等を必ず事
前にご確認ください。

3日目
9：00

10：00

10：00

12：30

離島

五箇創生館
隠岐世界ジオパークについて
学習
牛突き見学
迫力のある伝統の牛突きを
見学
隠岐郷土館
隠岐の歴史、竹島についての
学習
さざえ村で昼食
隠岐での最後の食事
感想を発表

西郷港にてオリエンテーション
自己紹介・研修プランの説明
八尾川遊覧
塾長自ら「かっぱ遊覧船」を
操縦
海にも出るため雄大な景色を
体験
島民からのお話
町長から島の現状について説明
ワークショップ
今日の体験を参加者で共有
夕食(海鮮BBQ)

所要時間

料金（税込）

企
業
向
け
研
修
プ
ラ
ン
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モデルプラン（一例）

1日目 2日目

設定期間

予約方法
取消料

設定除外日

留意事項

受入可能人数
料金（税込）

通年
年末年始(12月30日～ 1月1日)
5 ～ 50名
宿泊料金 1名当たり(1泊2食付・3名1室利用)：
7，900円～ ※時期により料金変動致します
会議・研修室：500円／ 1時間 
※空調利用時は800円／ 1時間　
入館料金：大人500円 ※団体料金400円(20名以上)
電話またはFAX
２日前まで：無料　前日：50％　当日：100％
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

13：00～ 13：30

13：30 ～ 17：00
17：00 ～ 18：00

18：00 ～ 19：30
19：30 ～ 20：30

多根自然博物館到着、館内説
明、部屋への荷物入れ等
ミーティング・研修開始
周辺散策、温泉施設等も隣接
しています。
夕食、入浴
わくわくナイトミュージアム
探検ツアー

6：30～ 8：45

9：00 ～ 11：30
12：00

朝食、フリータイム
(早朝散歩、隣接の温泉施設
での入浴など)
研修・ミーティング
多根自然博物館出発

大自然の中で研修と宿泊を一カ所でできるちょっと変わった博物館

宿泊研修で体感ナイトミュージアム

公益財団法人奥出雲多根自然博物館
〒699-1434　島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1 
TEL:0854-54-0003　FAX:0854-54-0005　

予約・問合せ先

オプション等

●奥出雲のたたら製鉄について学ぶ『ジオから見たたたら製鉄』研修プランもございます。(1泊2日定員20名、詳細はお問合せください。)
●博物館に隣接して温泉施設「佐白温泉長者の湯」がございます。　　
　営業時間：6:00～8:00、10:00～21:00(大人400円) 早朝にもご利用可能です。 ※第２、第４火曜日は休館

奥出雲多根自然博物館外観１ 奥出雲多根自然博物館外観２ 研修会場例

内　容
日中は研修、夜はナイトミュージ
アム探検でリフレッシュ、温泉で
疲れた体を癒やし、朝は緑豊かな
田園風景の中、仁多米の朝食で
活動開始します。

企業向け研修プラン⑧ オフサイトミーティング

予約・問合せ先

モデルプラン（一例）

1日目 2日目

設定期間

予約方法
取消料

設定除外日
所要時間

通年
お問合せください。
2～3日間（要相談）
3～10名（要相談）
お問合せください。
（オーダメイド型）
電話またはメール
お問合せください。

午前

12：00

18：00

19：00

宿泊施設（温泉）到着

昼食

研修

夕食　

温泉

  6：00

  7：00

12：00

18：00

起床
朝食までの間、散歩
朝食

研修

昼食

研修

夕食　

企業向け研修プラン⑦ オフサイトミーティング

神話とたたらの里 奥出雲で刺激的で魅力的な
新しいワークスタイル・ライフスタイルを模索する合宿・研修プラン

OKUIZUMO STYLE おくいずもスタイル

奥出雲町役場商工観光課
〒699-1511　島根県仁多郡奥出雲町三成358-1　
TEL：0854-54-2504　e-mail:oku-kanko@town.okuizumo.shimane.jp

ヤマタノオロチ神話発祥の地 亀嵩温泉（イメージ）

内　容
奥出雲の自然のなかで“ゆったり仕
事”をし、神話、農業体験、食など
のアクティビティで、“しっかり遊
ぶ”。「開 発・研 究+アクティビ
ティー」という新しいカタチのオー
ダーメイド型合宿・研修プランです。

3日目
  6：00

  7：00
  9：00

10：30

12：00

午後

起床
朝食までの間、散歩
朝食
アクティビティ①

アクティビティ②

昼食

帰路へ

  9：00～12：00
13：00～17：00

到着後、進行説明・チーム分け
発表など

（会議・システム開発・
  プログラミング開発）
仁多米・奥出雲和牛など
奥出雲の“山の幸”を堪能
奥出雲美肌温泉郷で
体も心もリフレッシュ

※夕食後就寝までの間も研修・
　開発可能

（会議・システム開発・
  プログラミング開発）

仁多米・奥出雲和牛など
奥出雲の“山の幸”を堪能

※夕食後就寝までの間も研修・
　開発可能

（会議・システム開発・
  プログラミング開発）

13：00～17：00

雲州そろばんづくり体験
そろばん発祥の地でミニそろばんづくり

出雲そば打ち体験
五感をフルに使いそばを打つ

出雲そば（割子そば）を
打ちたて・茹でたてで味わう

受入可能人数

そば打ち体験(イメージ)

料金（税込）
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企業向け研修プラン⑩ 先進地視察プログラム

モデルプラン（一例）

1日目

2日目

フェリー 菱浦港到着
昼食 ※各自
全体の流れ説明・挨拶
参加者自己紹介
海士町取組紹介・質疑応答
海士町内の見学

解散・チェックイン等

島前高校魅力化
プロジェクト概要説明
学習センター見学
昼食 ※各自
フェリー 菱浦港出発

「最後尾から最先端」を目指す海士町を訪ねてみませんか　海士町の行政視察プログラムです

海士町

海士町役場
〒684-0403　島根県隠岐郡海士町大字海士1490　TEL：08514-2-0111（代表）
URL：http://www.town.ama.shimane.jp/contact/toiawase/post.html

予約・問合せ先

オプション等

●要望に応じて、担当課のヒアリ
ングを組み込むことも可能です。

海士町（菱浦港） 取り組み説明（イメージ） 町内見学（イメージ）

内　容
石破茂地方創生担当大臣も視察
した、攻めの姿勢で産業創出に取
り組む海士町の事業について説
明します。

※現時点での予定であり、内容・時間等は変更の
可能性がございます。また、現地での交通手段
及び宿泊先は海士町観光協会で手配可能です。

設定期間

予約方法

設定除外日

留意事項

料金（税込）

通年
ＧＷ、盆、年末年始
※詳しくはお問合せください。
■基本料金（資料・受け入れ費）3,000円（税込）／人（資料代含む）
※上記に昼食・宿泊・交通などは含まれません。
■町内案内時の交通費（希望者のみ）3,000円（税込）／人
※視察のご要望を多くいただいているため、地元のタクシー会社車両を利用いたします。
■島前高校魅力化プロジェクト概要説明（希望者のみ）3,000円（税込）／人
※ご希望の方のみ基本料金へ追加料金としていただきます。
海士町役場ホームページ「海士町の取組への視察」
・月に１度に開催される複数団体での合同視察の形式となります。
・個別の視察につきましては、都度相談させていただきます。
・参加申し込みを多数いただいた場合、やむを得ずお断りする場合もござ
います。できる限りの対応に努めているところですが、あらかじめご了承い
ただきますようお願い申し上げます。
・事前に海士町ホームページ「海士町の取組への視察」にて【「離島発」海士
町のまちづくりに関する概要資料(PDF)】をお読みいただきご来島いただ
けますと幸いです。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

15：00～12：40
12：40～13：30
13：30～13：45
13：45～14：00
14：00～15：30
15：30～17：30

17：30

10：00～12：00

12：00～
15：15

※1月・2月は13：10着のフェリーまたは、前
日入りとなります。また、2日目の予定は9：
50発のフェリーに合わせて、【島前高校魅
力化プロジェクト概要説明】を8：30～9：30
で行います。

プラン内容参照
1～45名受入可能人数

所要時間

≪CAS凍結センター⇨図書館⇨
町営住宅⇨隠岐潮風ファーム⇨
岩がき生産組合⇨御塩司所≫
※但し、衛生管理上、施設内に
は入館できませんので、外観
からのご説明となります。

企業向け研修プラン⑨ 先進地視察プログラム

モデルプラン（一例）

安全・安心の食品加工コース 地域資源を活用した交流人口拡大コース

設定期間

予約方法 取消料

設定除外日

留意事項

受入可能人数

料金（税込）

通年
土日祝日、GW、盆、年末年始
※詳しくはお問合せください。
《安全・安心な食品加工コース》　お一人様1,200円
　【料金に含まれるもの】　視察料金、お土産品
《地域資源を活用した交流人口拡大コース》　お一人様2,100円
　【料金に含まれるもの】
　視察料金、町並みガイド料、鉄の歴史博物館入館料、お土産品

電話、FAXまたはメール
・吉田ふるさと村の取り組みの説明は、公共施設の会議室を借用して行います。
・吉田ふるさと村工場見学は、商品出荷倉庫からの見学となります。また、時
期によって作業状況を見学できない場合がございます。
・原料生産現場（圃場）の見学は、時期により作物が植え付けられていない
場合がございます。
・鉄の歴史博物館は、月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日）が休館日です。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

吉田ふるさと村の取り組み説明

吉田ふるさと村工場見学

原料生産現場（圃場）の見学

吉田ふるさと村の取り組み説明

吉田ふるさと村工場見学

街並み散策

鉄の歴史博物館見学

全国的にも数少ない住民出資型第３セクターの成功事例を学ぶ

株式会社吉田ふるさと村

株式会社吉田ふるさと村 観光事業部
〒690-2801　島根県雲南市吉田町吉田1047-2　TEL：0854-74-0500　FAX：0854-74-0501
e-mail：kankou@y-furusatomura.co.jp　担当：石原

予約・問合せ先

社屋外観 取り組み説明(イメージ) 工場

内　容
《安全・安心な食品加工コース》、《地
域資源を活用した交流人口拡大
コース》の２コースを準備し、テレビ
東京「カンブリア宮殿」で紹介され
た「吉田ふるさと村」の取り組むソー
シャルビジネスの内容や雲南市吉田
町（旧吉田村）の歴史（たたら製鉄）
について説明します。

  9：00 ～ 10：00

10：10 ～ 10：40

11：00 ～ 11：30

9：00 ～ 10：00

10：10 ～ 10：40

10：50 ～ 11：10

11：10 ～ 12：10

※たたら製鉄で栄えた従事を偲ばせ
る街並みをご案内します。

※たたら製鉄に関する資料・映像を
所蔵する博物館です。

※両コースとも別途、会議室使用料が必要です。
   （参加者 20名未満 2,000 円、20名以上 3,000 円）
※お土産品：元祖たまごかけごはん専用醤油おたまはん（関東風、関西風どちらか 1本）

2時間～3時間10分
（要相談）
5～40名

なし

所要時間

企
業
向
け
研
修
プ
ラ
ン
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国立公園三瓶山で気候療法＆リラクゼーション！

国立公園三瓶山ヘルスプログラム

予約・問合せ先

気候療法ウォーク（1） 気候療法ウォーク（2） ハンモックリラクゼーション

内　容
起伏のある地形を歩き、山野草や
野鳥のさえずりを身近に感じなが
ら大地と大自然に秘められたパ
ワーを体感できるアウトドアメン
タルヘルスプログラムです。
自然の中でハンモックによるリラ
クゼーションタイムもあります。

企業向け研修プラン⑫ メンタルヘルス対策プログラム

モデルプラン（一例）

1日目

予約方法
取消料
留意事項

受入可能人数
料金（税込）

通年
12 ～ 3月（冬期期間）
4時間30分
2～30名
2名：8,500円/人、3名：6,500円/人、4～9名：5,500円/人
10 ～ 20名まで：5,000円/人、21 ～ 30名：4,000円/人
【料金に含まれるもの】ガイド料、食事代、保険料
電話またはWeb申込　※5日前までに要予約
お問合せ下さい。
・運動しやすい服装、歩きやすい靴でお越しください。
・持ち物：雨具、タオル、着替え、飲み物、リュックサック、帽子
  ※ストックは貸出あります。（無料）

9：30

10：00
12：00
13：00
14：00

集合受付 三瓶山
（三瓶青少年交流の家or 三瓶自然館）
オリエンテーション、健康チェック
気候療法ウォーク
ヘルシーランチ
自然観察ウォーキング＆ハンモックリラクゼーション
解散

所要時間

設定期間
設定除外日

一般社団法人島根おおだ健康ビューロー
〒699-2301　島根県大田市仁摩町仁万810-2　TEL：0854-88-3250　e-mail：ohdamade@shimane-ok.jp　
URL：http://www.shimane-ok.jp/program/plan01.html　担当：河行

企業向け研修プラン⑪ メンタルヘルス対策プログラム

モデルプラン（一例） 設定期間
設定除外日

受入可能人数
料金（税込）

5月9日～ 11月30日
毎月8日、17日、6月9日、8月10日～ 20日、
10月20日～27日、11月11日は不可
お寺の都合により体験できない場合もあります。

1～ 50名
写経・座禅：各1,000円／人
精進料理：各店2,200円～／人

厄ばらいの古刹で心と体を清める

安来市清水寺でのリフレッシュ体験

紅葉館（こうようかん）
〒692-0033　島根県安来市清水町528
TEL：0854-22-2530
FAX：0854-22-2946　担当：青砥

オプション等

●写経や座禅のみも可。清水寺にお問合せください。　　　　　　　　●紅葉館、松琴館ではご宿泊も可能です。
●精進料理のみも可。精進料理店にお問合せください。　　　　　　　●三重塔登閣　500円（要予約）

三重塔と根本堂 座禅風景 精進料理

内　容
山陰を代表する由緒あるお寺で
写経や座禅を体験します。昼食は
ヘルシーな精進料理で身体を中
からリフレッシュさせます。

1日目
11：00 ～ 12：00
12：00 ～ 13：00
13：00 ～ 14：00
14：00 ～ 15：00

清水寺の散策
昼食（精進料理）
写経体験
座禅体験

各所にお問合せください。
各所にお問合せください。
・座禅、写経は清水寺に予約
  （7日前までに）
・精進料理は各店に予約
・設定の可否等を必ず事前に
ご確認ください。

予約方法
取消料
留意事項

清水寺
〒692-0033　島根県安来市清水町528
TEL：0854-22-2151　
FAX：0854-22-2107　担当：清水谷

ゆう心
〒692-0033　島根県安来市清水町10-7
TEL：0854-23-1100　
FAX：0854-23-1900　担当：森井

松琴舘（しょうきんかん）
〒692-0033　島根県安来市清水町527
TEL：0854-22-2002　
FAX：0854-22-0900　担当：青山

予約・問合せ先
（座禅・写経）

予約・問合せ先
（精進料理）

予約・問合せ先
（精進料理）

予約・問合せ先
（精進料理）
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企業向け研修プラン⑭ メンタルヘルス対策プログラム

要相談　※詳しくはお問合せ下さい。
GW、お盆、年末年始　※お寺の都合により体験出来ない場合もあります。
2時間より（応相談）
20 ～ 25名
4,000円/人
【料金に含まれるもの】 座禅、写経、精進料理、入浴代
電話
7日前まで：無料　※詳しくはお問合せ下さい。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。
・体験内容、順番については相談可能。
・入浴はお食事後、自由入浴となります。
  （お風呂セット、着替え等お持ちください。※タオルは温泉でも購入可）
・ご宿泊はふれあい公園笹遊里がおすすめです。

設定期間

予約方法
取消料

設定除外日

留意事項

受入可能人数
料金（税込）

「癒やしと禅リトリート体験」

長江寺×湯谷温泉

川本町観光協会
〒696-8501　島根県邑智郡川本町大字川本271-3
TEL：0855-74-2345　担当：大久保

予約・問合せ先

長江寺 弥山荘

内　容
リトリートとは日常から離れ、リ
ラックスすることで疲れを癒やす
方法です。寺の静寂の中で行う座
禅にはリラクゼーション効果、写
経では心地よい緊張感と自らを振
り返るひとときとなります。旬の
食材を使った精進料理を召し上
がっていただいた後は、川本町自
慢の源泉掛け流し養生泉をご
ゆっくりお楽しみください。 所要時間

弥山荘外観

企業向け研修プラン⑬ メンタルヘルス対策プログラム

モデルプラン（一例）

1日目

設定期間

予約方法
取消料

設定除外日

留意事項

受入可能人数
料金（税込）

通年
年末年始
4時間30分
2～30名
2名：8,500円/人、3名：6,500円/人、4～9名：5,500円/人
10 ～ 20名まで：5,000円/人、21 ～ 30名：4,000円/人
【料金に含まれるもの】ガイド料、食事代、保険料
電話またはWeb申込　※5日前までに要予約
お問合せ下さい。
・運動しやすい服装、水に濡れてもよい服装でお越しください。 
  （更衣室あり）
・持ち物：タオル、着替え、飲み物、リュックサック、帽子
　※砂浜用サンダルは用意してあります。
　※ご希望の方は、ウエットスーツ貸出しております。

9：30

10：00
11：00

12：00

13：00
14：00

集合受付（鞆の銀蔵）
オリエンテーション、健康チェック
タラソウォーク
カヌーまたはＳＵＰ
（水中ウォークやＳＵＰは、冬季以外実施）
ヘルシー昼食
（地元の食材をふんだんに使ったヘルシーな食事です。）
レク＆リラクゼーション
解散

鳴り砂琴ヶ浜タラソテラピ－プログラム

一般社団法人島根おおだ健康ビューロー
〒699-2301　島根県大田市仁摩町仁万810-2　TEL：0854-88-3250　e-mail：ohdamade@shimane-ok.jp　
URL：http://www.shimane-ok.jp/program/plan01.html　担当：河行

予約・問合せ先

琴ヶ浜タラソウォーク（1） 琴ヶ浜タラソウォーク（2） ハンモックリラクゼーション

内　容
鳴り砂琴ヶ浜で心地良い潮風を
浴びながら、心身を健康に保つプ
ログラムです。運動負荷のかかる
砂浜を歩くタラソウォーキングや、
SUP、水中ウォーク、カヌー等の
アクティビティで適度な運動と、
ハンモックを用いたリラクゼー
ションタイムで癒しの時間を体験
できる、ヘルスツーリズム認証取
得のタラソテラピープランです。 所要時間

潮風をあびながら心と身体をフィットネス！

企
業
向
け
研
修
プ
ラ
ン
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地域の課題解決に貢献

石見銀山遺跡 保全ボランティア

NPO法人石見銀山協働会議事務局
〒699-2301　島根県大田市仁摩町仁万562-3　大田市役所仁摩支所内
TEL：0854-88-9123　FAX：0854-88-9124　e-mail：info@ginzan-npo.jp

予約・問合せ先

石見銀山遺跡の保全 石見銀山 作業状況1 石見銀山 作業状況2

企業向け研修プラン⑯ 社員参加型ボランティア活動

内　容
世界遺産である石見銀山遺跡の
保全と活用を目的に、遺跡地内の
清掃を行うボランティア活動で
す。世界遺産を皆で守り、後世に
引き継いでいきましょう！

遺跡地内の草刈り、雑木・竹の搬
出作業等を行っていただきます。

設定期間

予約方法
留意事項

受入可能人数
料金（税込）

通年
2 ～ 3時間
5人以上
なし　※経費は自己負担
FAXまたはメール　※1ヶ月前までに申込が必要
・作業がしやすい服装でご参加ください。
・作業用品は各自ご用意ください。
・保全活動に掛る経費を補助する制度があります。詳しくはお問合せください。

所要時間

企業向け研修プラン⑮ 国立公園三瓶山自然保護活動（ボランティア活動）

大田市・三瓶山西の原火入れ実行委員会
（事務局：大田市産業振興部農林水産課）
〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
TEL：0854-83-8086 
e-mail：o-nousui@city.ohda.lg.jp

予約・問合せ先

クリーン三瓶実行委員会事務局
（事務局：大田市環境生活部環境政策課）
〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
TEL：0854-83-8069 
e-mail：o-kankyou@city.ohda.lg.jp

予約・問合せ先
島根県自然環境課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL：0852-22-6516
e-mail：shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp

予約・問合せ先

設定期間

予約方法

留意事項

所要時間
受入人数
料金（税込）

毎年3月下旬
9:00 ～ 15:00
特に設定なし
なし
電話またはメール　
※3月上旬までに実行委員会に申込が必要
・参加者には実行委員会で保険を掛けます
・マスク、帽子等を装着し、燃えにくい素材の服装
　で参加をお願いいたします。
・防寒対策も必要です。

●大草原が広がる西の原エリアは年に一度の「火入れ」に
より維持されています。
火入れの際、水が18リットル入るジェットシューターを背
負い、消火地点に水を掛ける作業を行っていただきます。

設定期間
設定除外日
所要時間
受入人数
料金（税込）
予約方法

留意事項

毎年5月中旬
※2020年度については5月とならない可能性があります。
１～ 2時間程度
300名
なし
電話またはメール
※実施日までに事務局に申込が必要
・当日の受付も可能です。
・軍手と飲み物については各自で準備をお願いします。
・雨天決行ですので、雨の場合は雨具の用意をお
　願いします。
　※但し警報が発令される等荒天の場合は中止と
　　する場合があります。その場合は大田市のホー
　　ムページ上でお知らせします。

設定期間

設定除外日
所要時間

予約方法
留意事項

料金（税込）

毎年6月上旬
3時間程度
特に設定なし
なし
電話またはメール　※2～3週間前までに申込が必要
・草刈りができる服装
・軍手・飲み物等の準備
・可能な限り「鎌」をご持参ください。
  ※刃物を使うため、ケガ等に十分注意して行って    
　　いただきたいです。

●三瓶の景勝地姫逃池に美しく咲くカキツバタに光を当た
りやすくするため、周辺に繁茂する草を刈り、除去した
草を持ち出す作業を行っていただきます。

●ゴミ拾いと、近年増えている外来植物の除去を行ってい
ただきます。美しい三瓶山の景観を形作っている在来種
の保護に関わることができます。

内

容

内

容

内

容

三瓶山西の原火入れ クリーン三瓶 姫逃池のカキツバタ保全作業
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プラン内容 設定期間

料金（税込）

留意事項
取消料
予約方法

設定除外日
受入可能人数

通年
なし
2 ～100名
無料
電話
なし
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

座学:60分から120分（お話しを選べるので時間を自由に変更できます。）
　　　座学では、玉造温泉の再生に関する事例を1話15分と短時間で　
　　　ユーモアを交え楽しくお話します。
　　　その後質疑応答の時間を設けます。
まち歩き:60分～ 90分
  ※座学のみ、まち歩きのみも可能です。
  ※チェックイン前、後、日帰りのどちらでも対応可能です。

企業向け研修プラン⑱ 温泉街の賑わい再生について学ぶ

温泉街の再生に取り組んだ観光協会に学ぶ

賑わい再生研修プログラム

一般社団法人松江観光協会 玉造温泉支部
〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造32-7
TEL：0852-62-3300　FAX：0852-62-3301　担当：角 幸治

オプション等

●お土産（姫ラボ商品）付き　1人1,000円

湯薬師広場たらい湯 夏祭りイベント 研修風景

内　容
●玉造温泉街の賑わい再生につい
て学ぶ研修です。取組事例を紹
介する座学プランと実際に温泉
街のまち歩きをする現地視察プ
ランの2本立てプログラムです。

設定期間

料金（税込）

留意事項
取消料
予約方法

設定除外日

受入可能人数

通年
年末年始、お盆、イベント日等
※詳しくはお問合せください。
5～約50名
松江城案内料とおもてなし秘話の謝礼、会場費等が
全体の費用となります。
※松江城案内料：17,600円／案内武者1人
※案内武者1名で20名様までのご案内が可能です。
※おもてなし秘話・会場費等については「おもてな　
　し秘話」の時間、会場により費用が変動しますの　
　で、お問合せください。
電話またはメール
お問合せください。
・出張パフォーマンスを含む各オプションのプログラ
　ムには別途費用が発生致します。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

プラン内容

13:00～14:30
14:40～15:40

若武者による松江城案内(あない)
まつえ若武者隊から「おもてなし」への思いや結成秘話、
　おもてなし取組事例などをお伝えする「おもてなし秘話」。
　※会場は興雲閣または松江歴史館にて
　☆スペシャルオプション☆～宴会への出張パフォーマンス
　 (演武＆チャンバラ体験) ～
　 宴会の際に取組事例の一つ「演武とチャンバラ体験」を
　 お楽しみいただけます。(別途費用必要)

企業向け研修プラン⑰ おもてなしについて学ぶ

松江の地を盛り上げる「まつえ若武者隊」からおもてなしを学ぶ

武者から学ぶ「おもてなし」～まつえ若武者隊の取り組み紹介＆体験～

まつえ観光創造研究所
〒690-1404　島根県松江市八束町波入767-3
TEL：070-5053-5861　e-mail：y-moriwaki@kf6.so-net.ne.jp　担当：森脇良和

予約・問合せ先

オプション等

●まつえ若武者隊は様々なプログラムを実施しています。詳細はお問合せください。
　プラン①『天下一やさしいお城講座「城学」』武者がお城について天下
　　　　　一やさしくレクチャーします
　プラン②『戦国武将占いサムライ学』参加者の武将タイプを心理チャー
　　　　　トと運から導きます
　プラン③『悪縁切り縁結び体験』悪い縁を切って良い縁を結び直す縁結
　　　　　び×サムライ企画

演武の様子 お城案内 悪縁切り縁結び体験

●まつえ若武者隊のおもてなしプログラムを体験し、「おもてなし
秘話（おもてなしにかける思いや取組事例）」を聴く２本立てプ
ログラムです。

内　容

企
業
向
け
研
修
プ
ラ
ン
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プラン内容

午前中：現地見学 午後：松江藩の時代の中心地・・・
　　 松江城周辺（月照寺、円成寺）

設定期間

料金（税込）

留意事項
取消料
予約方法

設定除外日
受入可能人数

通年
年末年始（12/29 ～ 1/4）
5 ～30名（ご相談ください）
○参加費:1,300円/人※テキスト代として
○ガイド費:〔半日〕5,000円/1団体
　　　　　〔1日〕10,000円/1団体
※入館料、昼食代、抹茶、和菓子代は別です。
※別途交通手段の手配と費用が必要です。
電話またはFAX　7日前までに予約
前日50％　当日100％
・元島根県埋蔵文化財調査センター所長が現地を案
　内します。
・午前プラン、午後プランの一方のプログラムのみの
　実施も可能です。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

テーマ
 ①出雲大社千家・北島国造家の先祖
　 はどのあたりに住んでいたのか
　②その先祖のお墓（古墳）はどこに？
　③その後、奈良時代の出雲国の中心
　 地（政治）となる役所はどこに？
 学習のまとめ・・・・・八雲立つ風　  
　 土記の丘学習館

テーマ
 ①藩主（お殿様）はどのあたりに住ん
　 でいたのか？
　②藩主（松平家初代～ 9代、（堀尾家
　 2代）のお墓はどこに？
　③政治の中心地にあった、いくつか
　 の役所（今の官庁街）はどこに？
 学習のまとめ・・・・松江歴史館
　 1日研修の疲れ直し・・松江歴史
　 館「喫茶 きはる」

企業向け研修プラン⑳ 古代出雲と松江藩時代の歴史を学ぶ

古代出雲と松江藩の時代の中心地 松江を訪ねよう！

午前  古代出雲の中心地　午後  松江藩の時代の中心地

宍道正年歴史研究所
〒690-0017 島根県松江市西津田10丁目17-24-2
TEL：090-9464-6232　FAX：0852-26-2388　担当：宍道正年

ガイド案内風景 月照寺の大亀 抹茶と和菓子（例）

内　容
●古代出雲と松江藩時代につい
て、専門ガイドと供にかつての
中心地をめぐり、島根の地なら
ではの歴史学習をします。

設定期間

料金（税込）

留意事項
取消料
予約方法

設定除外日
受入可能人数

通年
なし
2 ～20名
※少人数と大人数の場合では
　ディスカッション形式が異なります。
無料
電話
なし
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

モデルプラン（一例）

15:00 ～ 16:00

16:00 ～ 17:00

屋内にてワールドカフェ方式などでテーマに沿った意見交換や
　地元企業の事例を紹介し学びます。
　研修テーマは温泉地らしく旅館のお品書き風メニューから選択
　可能です。
玉造温泉の街並みを研修テーマに沿ってご案内・説明
　※そのまま街並み散策や夕食前の温泉など自由行動へ・・・

研修テーマ例のご紹介
 「ブランディングってなんだろう」
 「あなたにとってのお仕事とは」
 「やってしまった公式パンフ」
 ※上記以外にも沢山の研修テーマから選択可能です。

企業向け研修プラン⑲ 温泉地を活かして活躍する地元企業と学ぶ

玉造温泉の賑わい創出に力を注ぐ地元企業との交流研修

※研修テーマは
選択可能です。美肌県の企業と学ぶ玉造温泉研修

一般社団法人松江観光協会 玉造温泉支部
〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造32-7
TEL：0852-62-3300　FAX：0852-62-3301　担当：角 幸治

玉造温泉 姫ラボ取組事例紹介 姫ラボ商品

内　容
●ワールドカフェ方式の意見交換
や現地視察を通しテーマ毎の
研修を行います。

オプション等

●お土産（姫ラボ商品）付き　1人1,000円

手作りメッセージカード入りの商品梱包例
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プラン内容 設定期間

料金（税込）

留意事項
取消料
予約方法

設定除外日
設定除外日

11 ～ 5月
6 ～ 10月
5 ～10名程度
5,000円（講師料+道具貸出料、ヤマザクラ苗木代）/1団体
電話またはメール
お問合せください。
・山で作業ができる服装（登山靴等の頑丈な靴、手　
　袋、カッパ等をお願いします）
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

10:00～10:40
10:40～11:40
11:40～12:20

應海寺駐車場集合、ハイキング開始、お寺の裏山（弥山）へ
弥山頂上付近にてヤマザクラ植樹体験
駐車場へ移動

企業向け研修プラン㉒ 記念植樹＆歴史・文化について学ぶ

ジオから北前船の時代への誘い
～組織の記念作業（植樹）と思い出共有（ハイキング・歴史学習）で結束力向上を目指す～

ヤマザクラ植樹体験＆霊場ハイキング

加賀観光協会事務局
〒690-0401 島根県松江市島根町加賀561-1
TEL：090-4140-1032　e-mail：yamada-ky54＠mable.ne.jp　担当：山田和彦

弥山山頂風景 加賀神社絵馬 弥山ミニ巡礼八十八番

内　容
●自然豊かな島根町加賀の古刹
「應海寺」にて植樹体験と霊場
ハイキングを行います。

オプション等

●弥山に周辺の加賀神社も合わせ、文政年間に祀られた四国八十八カ所のご本
　尊を巡るミニ巡礼プログラムも可能です。（ガイド料3,000円+拝観料1団体
　2,000円）
●上記の他、お寺での座禅体験なども可能です。（寺院の都合によっては体験
　出来ない場合もあります）

設定期間

料金（税込）

留意事項
取消料
予約方法

設定除外日
受入可能人数

1 ～ 6月、9 ～ 12月
7・8月、荒天の場合は実施不可
10～30名
5,000円（講師料+BBQ道具貸出費用）/1団体
電話またはメール
お問合せください。
・BBQの食材については持参をお願い致します。
・オプションのプログラムの受入人数は別途お問合せ
　ください。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

プラン内容

  9:00～10:00
10:00～10:30
10:30～12:00
12:00～13:00

ジオパークビジターセンターにて展示見学と講話
移動
桂島遊歩道などで漂着ゴミを拾う
桂島にてBBQの昼食

企業向け研修プラン㉑ 環境問題について考える

これでいいのか！！  日本の自然
～参加者全員で同じ課題について供に考え解決に取り組む事で組織力向上を目指す～

国立公園の特別地域で漂着ゴミから環境問題を考える

加賀観光協会事務局
〒690-0401 島根県松江市島根町加賀561-1
TEL：090-4140-1032　e-mail：yamada-ky54＠mable.ne.jp　担当：山田和彦

オプション等

●ジオパーク学習の一環として海からスポットを巡る加賀潜戸遊覧船や桂島のスポットを詳しくガイドが案内する1,500万年前の海底
　火山溶岩ドーム見学なども可能です。 
●「北前船ゆかりの地」や「日本神話ゆかりの地」として街並みや神社をガイドが案内する歴史学習、神話学習のプログラムも可能です。
●上記の他、シーグラスを使用した陶器の箸置きを製作する体験学習なども可能です。ご希望の場合にはお問い合わせください。

桂島 桂島の溶岩ドーム 加賀の潜戸(遊覧船)

内　容
●国立公園特別地域の島根町桂
島で、ジオパーク学習と漂着ゴ
ミ拾いを行います。

シーグラス箸置き

企
業
向
け
研
修
プ
ラ
ン
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プラン内容

【1日目】 【2日目】

設定期間

料金（税込）

留意事項
取消料
予約方法

設定除外日
受入可能人数

通年
要相談
5 ～18名
1泊2食で12,000円/人
電話
5日前までは0％　4日前～当日50％
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

13:00～
14:00～
（実施内容）

17:00～

19:00～

ミーティング
災害時自活体験
　・泥水ろ過作り体験
　・竹での箸、食器作り体験
　・薪割り、囲炉裏、五右衛門
　風呂の火起こし体験
　・体験後、夕食を全員で作
　ります。
夕食準備
 農家から戴く野菜とジビエ
　での夕食作り
 缶詰でのキャンドル作り
夕食

8:00 ～ 朝食
希望で各体験
以降解散

《スケジュール例》

企業向け研修プラン㉔ 災害時に活きる術を学ぶ

～ライフラインが止まったら～
電気・ガス・水道がない状態での生活体験

災害時自活実践塾

須佐の縁 我逢人 一縁荘
〒693-0503 島根県出雲市佐田町須佐574-2
TEL：0853-84-0919　FAX：0853-84-0178　担当：横山

オプション等

●猟についての話や、部位ごとに分け、筋・腱などを除き部位に合わせた料 
　理体験も可能です（代金:3,000円/人）
●紙すき体験、蕎麦打ち体験も可能です（代金:各2,000円/人）・座禅体験（代金:　
　1,000円/人）

紙漉き 水の濾過 電気等が無い状況での生活体験

内　容
●閑静な山間に佇む築100年の
古民家にて、電気・ガス・水道
がない状態での生活体験を通
し、人間の本来有るべき姿や生
活の原点を見つめます。

モデルプラン（一例） 設定期間

受入可能人数

予約方法

場所・会場

料金（税込）

設定除外日

取消料

通年（各施設営業時間内）
・安来市立歴史資料館・月山富田城ガイド：
　　　　　毎週火曜日、12月29日～1月3日
・夢ランドしらさぎ：毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
10 ～ 20名
・安来市立歴史資料館:210円/人
・月山富田城ガイド:3,000円/1団体
　※ガイド1名で20名様までのご案内が可能です。それ以上は応相談
・夢ランドしらさぎ（入浴）大人520円、65歳以上:310円
　※食事については内容、金額を事前に相談
・安来市立歴史資料館
・月山富田城（ガイド付き）
・夢ランドしらさぎ
各施設に電話
なし

  9:30 ～ 10:00
10:00 ～ 12:00
12:00 ～ 13:00
13:00 ～ 14:00

安来市立歴史資料館見学
月山トレッキング
夢ランドしらさぎにて温泉入浴　
昼食

企業向け研修プラン㉓ 歴史を感じながらトレッキング

歴史を感じながらトレッキング

月山富田城跡トレッキングプラン

安来市立歴史資料館
〒692-0402 安来市広瀬町町帳752
TEL：0854-32-2767

月山富田城ガイド
〒692-0402 安来市広瀬町町帳752
TEL：0854-32-3357

夢ランドしらさぎ
〒692-0064 安来市古川町835
TEL：0854-28-6300

遠景 月山富田城ジオラマ模型 夢ランドしらさぎ外観

内　容
●難攻不落の山城である月山富
田城跡について学び、歴史を感
じながらトレッキングを通じて
組織の結束力を高めるプログラ
ムです。

留意事項 ・月山富田城ガイドは7日前までに要予約
・各施設の営業時間:
　安来市立歴史資料館　9:30 ～ 17:00
　夢ランドしらさぎ       11:00 ～ 21:00
・トレッキングの際無料で杖の貸出をしています。
・歩きやすい服装でお越しください。
・入浴をする場合、フェイスタオル（250円）を販
　売しています。
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プラン内容

①半日（4時間）プラン

全行程を地元ガイドが同行しご案内します。 設定期間

料金（税込）

留意事項

取消料
予約方法

設定除外日
受入可能人数

通年 
年末年始
15 ～ 40名
参加料：500円～/人
※1施設あたり500円～1,000円を入場料として徴収。
※移動のための交通費は含まれておりません。
※昼食費用は参加料に含まれておりません。
電話
7日前～前日：50％、当日：100％
※ただし、オプション（中世の食）申込時のみ
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

史跡見学及び意見交換（1～2か所）
　 プラン案）益田駅集合ー萬福寺・医光寺雪舟庭園ー益田氏城館跡

②1日プラン
史跡見学及び意見交換（か所数はご要望に応じます）
　 プラン案）益田駅集合ー益田氏城館跡ー中須東原遺跡ー昼食（萬
福寺にて中世の食体験）ー医光寺雪舟庭園

企業向け研修プラン㉖ 中世の先進地益田の歴史を学ぶ

中世研究の先進地 益田を学び・体験する

中世の先進地益田を満喫しよう

一般社団法人益田市観光協会
〒698-0024 島根県益田市駅前町17-1
TEL：0856-22-7120　FAX：0856-23-1232　担当：中村克也

オプション等

●中世の食（毛利元就をもてなした室町時代の祝い膳）
　15名以上40名まで、4,000円～/人（萬福寺拝観料含）
　※15名以下要相談　※中世の食は2020年4月以降のご提供

萬福寺雪舟庭園 医光寺雪舟庭園 中世の食（イメージ）

内　容
●益田市は、中世（平安末期から安土桃山
時代）の史跡と文献（古文書）がともに
良好に残る、全国でも有数の地です。

●史跡の見学、益田氏が毛利元就に献上
した室町時代の祝い膳（中世の食）を食
すなど、中世研究の先進地益田を学び・
体験いただきます。

設定期間

料金（税込）

留意事項
予約方法

設定除外日
受入可能人数

4 ～12月
下記問合せ先を参照
5 ～ 30名
奥出雲たたらと刀剣館 入館料：1名530円 
※団体20名以上410円
刀剣鍛錬実演 謝礼：20,000円
そば打ち体験：川西そば工房3,500円（5人前） 山県そば3,500円（1台５人前）
各施設に電話またはFAX
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

企業向け研修プラン㉕ たたら製鉄とそば打ち体験

奥出雲独自の素材を学びながらチームビルディングを目指します

日本古来の製鉄法「たたら製鉄」を学ぶ～同じ釜の「そば」を食べ結束力UP～

モデルプラン（一例）

10:00 ～ 10:40
10:40 ～ 11:10
11:30 ～ 13:00

奥出雲たたらと刀剣館 見学
刀剣鍛錬実演 見学
奥出雲そば打ち体験と昼食

オプション等

●奥出雲たたらと刀剣館見学、そば打ち体験・
　昼食などそれぞれ単一でのお申込も可能です。

奥出雲たたらと刀剣館 刀剣鍛錬風景 そば打ち体験

内　容
●たたら製鉄について博物館のガ
イド案内や刀剣鍛錬見学を通し
て学び、昼食では参加者自身が
打ったそばを皆で食します。

奥出雲たたらと刀剣館
〒699-1832 島根県仁多郡奥出雲町横田1380-1　TEL：0854-52-2770　FAX：0854-52-2770
設定除外日：毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、12月28日～ 1月4日
川西そば工房
〒699-1822 島根県仁多郡奥出雲町下横田993-2　TEL：080-5232-4148
営業日：毎月第2・4日曜日営業　設定除外日：1 ～ 3月休み
山県そば
〒699-1802 島根県仁多郡奥出雲町大呂515　TEL：0854-52-1149
設定除外日：毎週水曜日、土日祝日、新そば時期はご相談ください。
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