
『知られぬ日本の面影』や『怪談』などの著作を通して、日本と日本人の心を世界に
紹介した小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の生涯や思考の特色を遺愛品や作品
とともに展示しています。偏見を持たずに異文化を受け入れた八雲のオープン・
マインドを感じてください。30人程度であれば学習内容や所要時間などご希望
に応じて、学芸スタッフが案内します。

●場 松江市奥谷町322　●休 なし　●問 0852-21-2147

小泉八雲の生涯を知り、「怪談」を
生んだ八雲の創造性に触れる。

学習
ポイント

�������
松江市

小泉八雲記念館

受入期間 通年 受入時間
8:30～18:30（  4～9月）
8:30～17:00（10～3月）

最大受入人数
60人

料金（税込）
大人410（320）円／人、 小中生200（160）円／人

※（　）内は20人以上の団体料金

所要時間目安 30分～50分

「八雲立つ出雲八重垣妻込めに八重垣造るその八重垣を」の古歌で名高い

神社で、出雲縁結びの元祖
すさのおのみこと

素盞嗚尊と
いな た ひめ

稲田姫が祀られています。

素盞嗚尊は
やまたのおろち

八岐大蛇退治のあと稲田姫とともにここに新居を営んだといわ

れています。収蔵庫に納められている本殿板壁画は重要文化財です。

●場 松江市佐草町227　●休 なし　●問 0852-21-1148

出雲神話ゆかりの神社で、
ヤマタノオロチ伝説やその歴史を知る。

学習
ポイント

�������
松江市

八重垣神社

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数 ー 料金（税込）
ー

※宝物殿は200円／人

所要時間目安 30分～

松江藩松平家初代藩主松平直政から九代藩主までの菩提寺として栄えてき
ました。由緒正しき遺品や遺跡が数多く残されており、歴史と信仰のお寺と
して親しまれています。境内にある大亀の石像は夜な夜な市中に出て暴れま
わったという伝説があり、小泉八雲の随筆にも登場します。また、6月になる
と約 3万本のアジサイが咲き乱れ、山陰のあじさい寺としても有名です。

●場 松江市中原町179　●休 なし　●問 0852-21-6056

小泉八雲の怪談にも登場する松江藩
松平家歴代藩主の菩提寺で歴史を探る。

学習
ポイント

�������
松江市

月照寺

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00（4～11月）
9:30～16:30（12～3月）

最大受入人数 ー 料金（税込）
大人500（450）円／人、中高生300（270）円／人、小学生250（225）円／人
※宝物殿・書院（茶席）は拝観無料 ※（　）内は30人以上の団体料金

30分～所要時間目安

全国 3385 社ある「えびす社」の総本宮。本殿は大社造りを２棟並べた「美保

造り」と呼ばれる独特な構えで国の重要文化財に指定されています。出雲大社

のご祭神、大国主大神とゆかりのある、えびす様（
ことしろぬしのかみ

事代主神）と
みほつひめのみこと

三穂津姫命が

祀られており、出雲神話とも深い関わりがあります。また、えびす様（事代主神）

は漁業、海運、商売繁盛、歌舞音曲の神様としても広く知られています。

●場 松江市美保関町美保関608　●休 なし　●問 0852-73-0506

出雲大社との関係や
神話にちなんだ神事などを学ぶ。

学習
ポイント

�������
松江市

美保神社

受入期間 通年 受入時間
参拝自由

※祭礼がある場合や混雑時はお待ちいただくことがあります。

最大受入人数 ー 料金（税込）30分～ ー所要時間目安

見学 見学

見学 見学

●場 所在地　●休 休み　●問 お問い合わせ先凡例  ：

要予約

げっ しょう  じ

歴
史
・
文
化

「古代」「中世」「近世」の各時代の歴史や文化を学ぶことで、日本のルーツに触れます。

歴史・文化

��



受入期間 通年

年号や人名を覚える日本史とは違う、サム
ライが活躍した戦国時代を中心に戦国史を
わかりやすく説明します。また、日本の城郭
の成り立ちから国宝松江城のことまで、お
城の楽しみ方も教えます。内容は要相談。

●場 松江市（松江歴史館 復元長屋、歴史指南書または興雲閣） ●休 年末年始
●問 070-5053-5861／まつえ観光創造研究所　　　　  （注）詳細は要相談

武者から学ぶ  天下一やさしい
戦国史＆お城講座★ �������

松江市

見学

足軽目線（攻める目線、守る目線）になって
お城の役割を楽しく学びます。また松江城
国宝化の決め手となった当時の革新的な築
城技術や日本の城郭の凄さを紹介します。

●場 松江市（松江城および周辺）　●休 年末年始
●問 070-5053-5861／まつえ観光創造研究所　　　　（注）詳細は要相談

まつえ若武者隊による
松江城ガイド★ �������

松江市

見学

出雲最大の山代二子塚古墳（全長 94m）、『出雲國風土記』記載の寺院や出
雲国府跡など多くの史跡が残る古代出雲文化発祥の地。展示学習館では、
重要文化財「見返りの鹿埴輪」や奈良時代の景観ジオラマなど考古資料を
中心に展示しています。公園内には竪穴式住居、掘立柱建物があり、岡田山
1号墳（6世紀）の横穴式石室に入る体験もできます。

●場 松江市大庭町456　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
●問 0852-23-2485　　　　（14日前まで）　（注）詳細は要相談

古代出雲の中心地で
古墳や遺跡から風土や歴史を学ぶ。

学習
ポイント

�������
松江市

島根県立八雲立つ風土記の丘

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00
※入館は16：30まで

最大受入人数
100人
（注） 料金（税込）

大人200（160）円／人、 大学生100（80）円／人、小中高生無料
企画展期間中：大人300（240）円／人、大学生200（160）円／人

※(　)内は20人以上の団体料金

所要時間目安 1時間

1185 年頃に築城され、のちに山陰の覇者と呼ばれた「尼子氏」や主君再興を三日
月に祈ったとされる「山中鹿介」がいた居城跡を地元ガイドと共に散策します。
【ガイドコース】 
①太鼓の壇公園→②山中鹿介祈月像→③花の壇の屋形→④山中御殿跡→
⑤月山富田城跡→⑥巌倉寺（希望者のみ）→⑦堀尾吉晴公の墓（希望者のみ）

●場 安来市広瀬町富田 月山富田城跡　●休 12/31、1/1
●問 0854-23-7667／安来市観光協会   　　　（7日前まで） （注）詳細は要相談

難攻不落と言われた山城の構造や
戦国時代の歴史を学ぶ。

学習
ポイント

�������
安来市

月山富田城跡めぐり

受入時間 8:30～17:00

最大受入人数
15人
（注） 料金（税込）

3,000円／１ガイド
※１ガイドで20人程度まで対応（注）

所要時間目安 約2時間

●場 松江市殿町1 島根県庁第3庁舎(旧島根県立博物館)2階
●休 毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)、12/29～1/3 ※変更する場合あり　
●問 0852-22-5669　　　　  （注）詳細は要相談

領土問題について関心を持ち、
国際社会への理解を深める。

学習
ポイント

�������
松江市

竹島資料室

所要時間目安 約1時間30分

受入期間
水～土曜日
（注） 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
40人
（注） 料金（税込） 無　料

所要時間目安 ー

受入期間
通年

受入時間 10:00～15:00

最大受入人数
50人
（注） 料金（税込）

1,200円／人
※会場費等設備費が別途必要所要時間目安

約1時間30分
※時間は調整可能

受入期間 通年 受入時間 10:00～15:00

最大受入人数 料金（税込）
30人
（注）

1,000円／人
※松江城天守登閣料が別途必要

島根県が所有する竹島関係の歴史的公文書や「竹島問題研究会」の研究成果と
収集資料を公開し、広く利用してもらうため、そして竹島問題についてより一層の
啓発活動を行うために開設された資料室です。資料室では啓発推進員による講
義を実施しています。

見学見学

見学

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、受入時間・人数等が変更になっている場合があります。詳細は問い合わせ先にお尋ねください。

要予約

要予約

要予約

要予約 要予約

歴
史
・
文
化

「古代」「中世」「近世」の各時代の歴史や文化を学ぶことで、日本のルーツに触れます。

歴史・文化

��



生涯に1500点に及ぶ業績を遺し「東洋
思想研究の世界的権威」として松江市名
誉市民を贈られた中村元（1912-1999）
の蔵書や愛用品を展示する記念館です。
一般向けの講座も開講しています。

●場 松江市八束町波入2060 八束支所2階 ●休 毎週月曜日、8/13～15、12/28
～1/4、収蔵品整理期間（1月中旬から2週間程度） ●問 0852-76-9593

中村元記念館�������
松江市

見学

受入期間 通年 受入時間
10:00～17:00
※入館は16：30まで

最大受入人数
40人

料金（税込）
無　料 ※ガイド付きの見学は200円／人

所要時間目安 30分

370 年の歴史と伝統を守り、10 年に一
度行われる日本三大船神事「ホーランエ
ンヤ 」。祭りの起源や歴史、華麗な船行
列の様子などを映像や展示で紹介してい
ます。

●場 松江市殿町250 ●休 毎月第3木曜日 ●問 0852-32-1607／松江歴史館
　　　　（注）詳細は要相談　※令和３年４月から開館時間と休館日変更［開館時間9：00
～17：00（受付は16：30まで）、休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）］

松江ホーランエンヤ伝承館
見学

●場 雲南市大東町須賀260　●休 なし
●問 0854-75-0041／㈱吉田ふるさと村

和歌発祥の地 須我神社で和歌作り
�������
雲南市

受入期間 通年 受入時間
8:30～18:30（10～3月は17:00まで）

※入館は閉館30分前まで

最大受入人数
40人
（注） 料金（税込）

大人200（160）円、 小中生100（80）円
※松江歴史館の有料展示を観覧の方は無料  ※(　)内は20人以上の団体料金

※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）

所要時間目安 30分

受入期間 通年 受入時間
午前の部11:30～
午後の部14:30～

最大受入人数
40人

料金（税込）
3,000（2,500）円／人

※（　）内は20人以上の団体料金

所要時間目安 1時間

木 に々囲まれた境内で、雑念を払い心を
落ちつかせて黙 と々筆を進めます。
日常生活から離れることのできる心の修
行です。

清水寺
�������
安来市

自然の静けさに包まれた寺院の中で、
そっと目を閉じ身も心も洗われたような
気持ちになれます。

●場 安来市清水町528　●休 お問い合わせください
●問 0854-22-2151　

座禅体験
体験

写経体験
体験

写経とは、教えの一文字一文
字を写すことです。写経するこ
とで心安らかな精神を育て、
清らかな一時を過ごせます。

一畑薬師�������
出雲市

●場 出雲市小境町803　●休 GW、1/1～1/8
●問 0853-67-0111

写経体験
体験

10 分程度の法話を受けた後、
坐禅を行います。呼吸を整え、
姿勢を正し、精神統一を行う
ことで、自分自身と向き合う
時間になります。ゆったりし
た服装でお受けください。

座禅体験
体験

住職によるお寺の由来説明、
心のお話、人に尽くす生き方
など人生に役立つわかりやす
い特別法話です。学校・部活・
サークルの研修も承ります。
時間はご要望に合わせて調
整できます。

特別法話
体験

�������
松江市 なか  むら はじめ

受入期間 通年 受入時間 8:30～17:00

最大受入人数
100人

料金（税込）
1,000円／人

所要時間目安 約1時間
受入時間 9:00～16:00

料金（税込）
1,000円／人

受入期間 4～11月

最大受入人数
100人

所要時間目安 約45分

スサノオノミコトとクシナダヒメが造ったとさ
れる日本初の宮「須我神社」。神社の説明
を受け、社務所にて和歌づくりをする体験
プログラムです。体験後にはご縁結びのお
守りを授かります。

受入期間 通年 受入時間 8:30～17:00

最大受入人数
100人

料金（税込）
1,000円／人

所要時間目安 30分～1時間

受入期間 通年 受入時間 8:30～17:00

最大受入人数
200人

料金（税込）
5,000～30,000円／1グループ

※内容により異なる

30分～1時間所要時間目安

受入時間 9:00～16:00

料金（税込）
1,000円／人

受入期間 4～11月

最大受入人数
50人

所要時間目安 約45分

見学
体験

●場 所在地　●休 休み　●問 お問い合わせ先凡例  ：

要予約

要予約

要予約

要予約要予約

いち  ばた 

歴
史
・
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化
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●場 大田市大森町ハ51-1　●休 毎週水曜日(12～2月)、12/29～1/4　
●問 0854-89-0846

石見銀山資料館（大森代官所跡）�������
大田市

見学

奥出雲櫻井家に累代にわたり、伝承されて
きたものを集成した歴史資料館。櫻井家は
戦国武将塙団右衛門の末裔家です。松江
藩の「鉄師頭取」を勤め、広く地域の製鉄
業を取りしきりました。

●場 仁多郡奥出雲町上阿井1655　●休 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、
12月中旬～3月中旬　●問 0854-56-0800　（注）詳細は要相談

可部屋集成館
�������
奥出雲町

見学

すさのおのみこと

素盞嗚尊を祀る
かん

神の宮（上の宮）と
あまてらすおおみかみ

天照大神を祀る
ひしずみのみや

日沉盞宮（下の宮）の二
社からなり、両本社を総称して「日御碕神社」と呼びます。伊勢神宮が「昼を
守る神社」であるのに対し、日御碕神社は「夜を守る神社」として知られてい
ます。毎年 8月7日の夕刻、「夕日の祭り」が斉行されます。

●場 出雲市大社町日御碕455　●休 なし　
●問 0853-54-5261

出雲国風土記にも記される
神社の歴史について学ぶ。

学習
ポイント

�������
出雲市

日御碕神社

加茂岩倉遺跡跡から出土した銅鐸は、一カ所の出土としては全国最多の
39個で、2008年に国宝に指定されています。加茂岩倉遺跡ガイダンスでは、
銅鐸のレプリカや解説パネル、映像で遺跡を詳しく紹介しており、全国最多
の銅剣が出土した出雲市斐川町の荒神谷遺跡とわずか数キロしか離れてい
ないことから、古代出雲に強力な勢力が存在していたことを窺わせます。

●場 雲南市加茂町岩倉837-24　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、
12/29～1/3　●問 0854-40-1104／雲南市教育委員会

大量に出土した青銅器の謎や
古代出雲のロマンに触れる。

学習
ポイント

�������
雲南市 加茂岩倉遺跡・

加茂岩倉遺跡ガイダンス

見学見学

奥出雲の元松江藩鉄師頭取・絲原家に
伝承してきた、たたら資料や稼働模型、
美術工芸品を土蔵造りの館内に展示す
る博物館。隣接する居住・庭園・洗心
乃路も公開されています。

●場 仁多郡奥出雲町大谷856-18　●休 展示替え日（3・6・9月に各3日
間）、12/30～1/3　●問 0854-52-0151

絲原記念館
�������
奥出雲町

見学

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00
※入館は16：30まで

最大受入人数 50人 料金（税込）
大人550(450)円／人、 小中生250(200)円／人

※（　）内は20人以上の団体料金

所要時間目安 30分

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00
※入館は16:00まで 最大受入人数 120人

料金（税込）
一般1,000（800）円／人、高大生700（550）円／人、小中生300（250）円／人

※冬季割引料金あり（12～3月）　※（　）内は20人以上の団体料金

所要時間目安 1時間～1時間30分 受入期間
3月下旬～
12月初旬 受入時間

9:00～16:30
※入館は16：00まで

最大受入人数
40人
（注） 料金（税込）

一般700（600）円／人、 高大生400（350）円／人、
小中生300（250）円／人　※（　）内は20人以上の団体料金

所要時間目安 1時間

受入期間 通年 受入時間 参拝自由

最大受入人数 ー 料金（税込） ー

所要時間目安 30分～ 受入期間 通年 受入時間
加茂岩倉遺跡ガイダンス
9:00～17:00

最大受入人数 ー 料金（税込） 無　料

所要時間目安 30分～

国史跡大森代官所跡にある、築120 年
の旧

に　ま

邇摩郡役所を利用した資料館。石

見銀山の歴史資料、鉱山道具、鉱物標
本など実物資料を多数展示しています。
　

●場 雲南市吉田町吉田2533　●休 毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、
12/29～1/3　●問 0854-74-0043　　　  　（注）詳細は要相談

鉄の歴史博物館
�������
雲南市

見学

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00
※入館は16:00まで

最大受入人数
100人
（注） 料金（税込）

大人520（410）円／人、 小中生260（210）円／人
※（　）内は20人以上の団体料金

50分所要時間目安

写真提供 : 公益財団法人 鉄の歴史村地域振興事業団

鉄づくりの歴史や技術を、映像とパネル、
道具の見学を通して学べます。映像は非
常に貴重なもので、難解なたたらの工程
を分かりやすく紹介しています。

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、受入時間・人数等が変更になっている場合があります。詳細は問い合わせ先にお尋ねください。

要予約

ひの    み    さき

いわ   み

ばんだん え   も   ん

歴
史
・
文
化

「古代」「中世」「近世」の各時代の歴史や文化を学ぶことで、日本のルーツに触れます。

歴史・文化

��



いわ み 

石見銀山最大級の坑道の一つで、現在石見銀山で内部に入れる坑道は 2つ
しかなくその1つが大久保間歩です。当時のままを最大限に残し、訪れる
人を魅了します。2017年には公開部分を拡張して世界に名をとどろかせた
石見銀の良質な鉱石が取れた「福石場」が公開されました。

●場 大田市大森町　●休 毎週土・日曜日、祝日、盆、年末年始
●問 0854-89-0183／石見銀山世界遺産センター

銀山最大級の間歩でスケールの
大きさを体感し、往事に思いを馳せる。

学習
ポイント

�������
大田市

大久保間歩ガイドツアー

最大受入人数
20人

料金（税込）
入坑料 高校生以上2,095円／人、 小中生1,048円／人

※ガイド料が別途必要 8,000円／1ガイド

所要時間目安
約2時間 ※大久保間歩内の見学は30分

所要時間目安 最大受入人数
30人程度

受入期間 3～11月の月～木曜日 受入時間 9:00～15:00

かきのもとひとまろ

柿本人麻呂とその妻
よさみのおとめ

依羅娘子が交わしたロマン溢れる歌は日本で最初の

「愛を
うた

詠う和歌」だと言われ「
いわみそうもんか

石見相聞歌」として万葉集に残されています。

二人が
よ

詠んだ歌や伝説が残る江津市の万葉ゆかりの地をボランティアガイド

と一緒に探索します。

●場 江津市内　●休 毎週火曜日、年末年始　●問 0855-52-0534／江津
市観光ボランティアガイドの会（事務局:江津市観光協会）

日本最古の歌集「万葉集」の
世界に触れる。

学習
ポイント

★ �������
江津市

万葉ゆかりの地めぐり

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

料金（税込）
2～5人未満500円、 5～20人未満は1人100円、 

20人以上2,000円

約1時間～3時間

いわ み 

石見相聞歌が知られる万葉歌人「柿本人

麻呂」や「
う  ぶ 　ゆ

生湯」の地名に由来する「和泉式
部」伝説由緣の場所、歴史ある北前船の
寄港地日本遺産｢

 と  の うら 

外ノ浦港」などを小型ク
ルーザーで海から巡ります。

●場 浜田市下府町国府浄化センター前（乗船場）　●休 毎週月曜日
●問 080-6314-6568

歴史が語る日本海の道
�������
浜田市

見学

古くから江の川の舟運と日本海の海運の
要所として栄え、近世、近代の建築物が
数多く集まる江津本町、その歴史をボラ
ンティアガイドが案内します。

●場 江津市江津町　●休 毎週火曜日、年末年始　●問 0855-52-0534／江津
市観光ボランティアガイドの会（事務局:江津市観光協会）

天領江津本町甍街道散策�������
江津市

見学

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
30人

料金（税込）

2～5人未満500円、 5～20人未満は1人100円、
20人以上2,000円

所要時間目安 約1時間～2時間

受入期間 4～9月 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数 料金（税込）

所要時間目安 約1時間30分

大人7人、 子どものみ10人程度
※1隻につき定員8人

高校生以上2,000円／人
小中生1,000円／人

見学 見学

中世、
いわ み 

石見国西部最大の国人領主・益田氏が治めた益田市は、日本海交易
によって独自の文化が栄え、遺跡や寺社、庭園などが今も守られていること
から、2020 年 6月に日本遺産に認定されました。本学習プログラムでは幕
長戦争の舞台ともなった中世の城下町「益田」を江戸時代の古地図を基にガ
イドが案内します。

●場 益田市内　●休 お問い合わせください
●問 0856-22-7120／（一社）益田市観光協会

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:30

最大受入人数
40人

料金（税込）
団体10人以上の場合、1ガイドあたり1,000円

※9人以下の場合無料

所要時間目安

1時間～2時間
※立ち寄り先の選択で

調整可能

江戸時代の古地図から
中世の城下町の姿を今と比較する。

学習
ポイント

★ �������·��
益田市 古地図でまち歩き

～中世の城下町益田～

見学

いらか

浜友Ⅱ

●場 所在地　●休 休み　●問 お問い合わせ先凡例  ：

要予約要予約

要予約 要予約

ま　  ぶ
歴
史
・
文
化

��



浜田城をはじめ、北前船寄港地として
日本遺産に認定された外ノ浦や歴史的
建造物である

  ご  べんでん

御便殿などを紹介してい

ます。

●場 浜田市殿町83-246　●休 毎週月曜日、祝日の翌日、12/29～1/3
●問 0855-28-7151

浜田城資料館
�������
浜田市

見学

津和野藩歴代城主の菩提寺で、今も総
茅葺きの本堂が残っています。
「森林太郎」と彫られた森鷗外の墓もあ
ります。県指定有形文化財。

●場 鹿足郡津和野町後田ロ-107　●休 お問い合わせください　
●問 0856-72-0137

永明寺�������
津和野町

見学

太平洋戦争前と戦後の2 度にわたって着工されたが、戦争や国鉄の経営難
によりいずれも建設半ばで中止された「幻の広浜鉄道今福線」の鉄道遺構を
見学しながらウォーキングを楽しめます。沿線に数多く残っているトンネル
や橋梁、橋脚の見学を通じて戦争や社会・産業構造の変化などを学ぶこと
ができます。

●場 浜田市下府町～旭町　●休 お問い合わせください
●問 0855-25-9530／浜田市観光交流課　　　 　（注）詳細は要相談

二度に渡って中止された
未成線の歴史を知る。

学習
ポイント

★ �������
浜田市 「幻の広浜鉄道今福線」

鉄道遺構ウォーキング

受入期間 通年 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
ー

料金（税込）
大人300円／人、 中学生200円／人、

小学生150円／人

所要時間目安 30分～

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
60人程度

料金（税込）
無　料

所要時間目安 約30分～1時間

受入期間 通年 受入時間 ー

最大受入人数
40人

料金（税込）
ガイド料3,000円

※人数を問わずガイド２人随行

所要時間目安
2時間～
（注）

殿町通りに所在する津和野藩の藩校養老館は、1786 年（天明 6 年）に 8 代
藩主亀井

のりかた

矩賢によって創設されました。現在は剣術教場と槍術教場、御書

物蔵の 3 棟が残っており、島根県史跡に指定されています。館内は武道場
として修行を行なった土間、生徒や教官、藩主の間などが復元され当時の様
子を偲ぶことができます。

●場 鹿足郡津和野町後田ロ66　●休 12/30～1/4
●問 0856-72-0300／津和野町郷土館

多くの偉人を輩出し、教育に力を
入れた津和野藩の歴史に触れる。

学習
ポイント

�������
津和野町

藩校養老館

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
50人

料金（税込）
100円／人

所要時間目安 30分～

見学見学

�������
川本町

長江寺

受入期間 通年 受入時間 午後 ※午前は要相談

最大受入人数
30人

料金（税込）
300円／人

所要時間目安 約1時間

受入期間 通年 受入時間 午後 ※午前は要相談

最大受入人数
30人

料金（税込）
200円／人

所要時間目安 約30分

室町時代より時の将軍足利
よ    し     た   ね

義稙

から拝領された珍宝「
ばくとう

獏頭の
ぎょくちん

玉枕」
が納められている歴史あるお寺で
写経をします。写経することで心
地よい緊張感と自らを振り返る一
時となります。

●場 邑智郡川本町大字湯谷783　●休 毎週土・日曜日、祝日、8月
●問 0855-74-2345／川本町観光協会

写経体験
体験

お寺の静寂の中で行う座禅には日
常から離れリラックスすることで
疲れを癒やすリラクゼーション効
果があります。心を落ち着かせ、
心身を整えます。

座禅体験
体験

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、受入時間・人数等が変更になっている場合があります。詳細は問い合わせ先にお尋ねください。

要予約

要予約

要予約

よう   めい    じ

歴
史
・
文
化

「古代」「中世」「近世」の各時代の歴史や文化を学ぶことで、日本のルーツに触れます。

歴史・文化
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受入期間 通年 受入時間 参拝自由

最大受入人数
ー

料金（税込）
ー

所要時間目安 30分～

受入期間 通年 受入時間 参拝自由

最大受入人数
ー

料金（税込）
ー

所要時間目安 30分～

受入期間 通年 受入時間 参拝自由

最大受入人数
ー

料金（税込）
ー

所要時間目安 30分～

玉若酢命神社に隣接し、茅葺き屋根と隠岐造り
が特徴の住宅は国指定重要文化財に指定されて
います。宝物殿には奈良時代から伝わる「駅鈴」や
「隠岐倉印」など国指定重要文化財が展示されて
います。ガイドによる宝物殿内の案内も可能です。

●場 隠岐郡隠岐の島町下西713　●休 なし
●問 08512-2-7170

億岐家宝物殿
�������
隠岐の島町

見学

明治初期の洋風木造建築様式を伝える建
物で県指定有形文化財です。細部にハイ
カラなデザインを施しており、当時の新技術
を導入して造られています。国や県指定の
民俗文化財などを展示しています。

●場 隠岐郡隠岐の島町郡755　
●休 4～12月 毎週火曜日、1～3月 毎週日曜日　●問 08512-5-2151

隠岐郷土館
�������
隠岐の島町

見学

古い歴史を持つ隠岐国一の宮。その造りは「隠岐造」と呼ばれる隠岐独特の
形式で、外観は茅葺きの屋根と檜皮葺の

こうはい

向拝とが一致しています。隔年５
月には隠岐三大祭の一つ「

みずわかすじんじゃ

水若酢神社 
さいれいふりゅう

祭礼風流 」が行われます。子ども達
の健やかな成長や五穀豊穣を願って山曳き神事や流鏑馬神事などが厳かに
行われ、伝統を感じさせます。

●場 隠岐郡隠岐の島町郡723　●休 なし　
●問 08512-5-2123

隠岐造りという独特の
神社建築様式や歴史について学ぶ。

学習
ポイント

�������
隠岐の島町

水若酢神社

後鳥羽天皇をご祭神とし、崩御 700 年に合わせて創建されました。 本殿は
隠岐造。近くには後鳥羽天皇が亡くなるまでの19 年間を過ごされた「後鳥
羽上皇行在所跡」、

だ  び

荼毘に付された「御火葬塚」や由緣の品々が展示された
資料館などがあります。神社内は桜の名所としても知られ、春には多くの花
見客が訪れます。

●場 隠岐郡海士町大字福井1365-5　●休 なし
●問 08514-2-0464　

後鳥羽天皇ゆかりの神社で
遠流の島としての歴史を探る。

学習
ポイント

�������
海士町

隠岐神社

1793 年創建、隠岐国の総社で国指定重
要文化財です。本殿は「隠岐造」で境内に
は樹齢約千数百年を誇る八百杉がありま

す。毎年 6月の伝統神事「
  ご  れ  え ふりゅう

御霊会風流」

では勇壮な馬入れ神事などが行われます。

●場 隠岐郡隠岐の島町下西701　●休 なし
●問 08512-2-0571

玉若酢命神社
�������
隠岐の島町

見学

奈良時代、聖武天皇の詔によって建立された
寺院跡で、後醍醐天皇行在所跡です。国の重
要無形民俗文化財で隠岐国分寺に平安時代

から伝わる古典芸能「隠岐国分寺
れん げ  え まい

蓮華会舞」
が毎年 4月に奉納公演されます。

●場 隠岐郡隠岐の島町池田風呂前5　●休 なし
●問 08512-2-2934　

隠岐国分寺
�������
隠岐の島町

見学

受入期間 通年 受入時間
8:30～17:30（10～5月)
8:30～18:00（  6～9月）

最大受入人数
ー

料金（税込）
大人・高大生400（300）円／人、小中生200（100）円／人

※（　）内は15人以上の団体料金

所要時間目安 30分～

受入期間 通年 受入時間 8:00～17:00

最大受入人数 60人 料金（税込）
大人・高大生300円／人、 小中生100円／人
※大人・高大生は15人以上の場合は250円／人

所要時間目安 15分

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
50人

料金（税込）
大人300（250）円／人、高大生200円／人、小中生100（60）円／人

※（　）内は15人以上の団体料金

所要時間目安 30分

見学 見学

●場 所在地　●休 休み　●問 お問い合わせ先凡例  ：

みことのり

歴
史
・
文
化

��


	p23_24_5歴史文化_0212_出稿
	p25_26_5歴史文化_0212_出稿
	p27_28_5歴史文化_0216_出稿
	p29_30_5歴史文化_0216_出稿

