
㈱島根富士通はプリント基板から製品組立まで一貫製造を行う国内唯一の
ノートパソコン製造会社です。見学はノートパソコンの製造ラインを約 20
人ずつのグループで行います。

●場 出雲市斐川町三絡1180-6　●休 毎週土・日曜日、祝日、年末年始
●問 0853-72-2333（受入の可否要確認）

㈱出雲村田製作所は総合電子部品メーカー㈱村田製作所のグループ会社
で、世界最大級の積層セラミックコンデンサの生産工場です。米粒よりはる
かに小さいサイズのコンデンサの生産工程を、20人程度まで見学できます。

●場 出雲市斐川町上直江2308　●休 毎週土・日曜日、GW、年末年始
●問 0853-72-3330（受入の可否要確認）

●場 松江市西川津町1060　●休 毎週土・日曜日、祝日、年末年始など
●問 0852-32-6275（受入の可否要確認） 

金属新素材の最先端の研究・開発が行われている現場を見学し、見識を深める。

NEXTA はこの島根の地に歴史と現代の息

吹が共存する「次世代たたら文化」を創造す

ることを究極の目標として、県内企業・国

内外の研究機関と協同し「航空機用超耐熱

合金」や「モーター用アモルファス合金」など

の金属系新素材の研究開発を行います。

「たたら製鉄」はかつて自然との共存を実現

していました。NEXTAも人々の生活の利便

性・安全性を追求しながらも、自然と共存

し、環境に親和する技術・製品の開発を目

指し、先端素材のエキスパートとなる人材

の育成を目指します。見学の内容は応相談。

学習ポイント

次世代たたら協創センター（NEXTA）�������
松江市

受入期間 通年 受入時間 9:30～16:30

最大受入人数
30人程度

料金（税込）
無　料　※プログラムにより材料費が必要

所要時間目安
1時間程度

※時間調整可能

受入期間 通年 受入時間 9:30～17:30

最大受入人数
20人

料金（税込）
無　料

所要時間目安 1時間30分

製造工程の見学を通して、
最先端のものづくりについて学ぶ。

学習
ポイント

�������
出雲市 電子部品製造工場見学

㈱出雲村田製作所

最先端のものづくりに触れ、
知識や視野を広げる。

学習
ポイント

�������
出雲市 パソコン組み立て工場見学

㈱島根富士通

受入期間 通年 受入時間 9:30～17:00

最大受入人数
40人

料金（税込）
無　料

所要時間目安 1時間30分

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

産
業
・
工
芸

産業・工芸
生産現場や研究・開発機関を見学し、産業に関わる「技術」や「人」について学びます。

��



国内でも最大級の石炭火力発電所設備の見学や、ふれあいホールでは「環
境にやさしい技術や石炭採掘場をイメージした設備」を見て、触れて、試す
ことができます。発見や感動に満ちた楽しい時間が過ごせます。

●場 浜田市三隅町岡見1810　●休 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末
年始　●問 0855-32-3690（受入の可否要確認） 　　　  （7日前まで）

一畑電車は松江から出雲を結ぶローカル鉄道です。車内からは美しい田園
風景や宍道湖も眺められ、地域の人々から親しまれています。体験では、雲
州平田駅にある片道120ｍの体験運転専用線を使って、日本最古級の車両
「デハニ 50 形」が運転できます。年齢、性別を問わず時間内であれば何回で
も運転でき、現役の運転士がサポートしますので安心です。

●場 出雲市平田町2226（雲州平田駅構内）　
●休 毎週金・土・日曜日、祝日、イベント開催時 ●問 0853-62-3383

原子力館では「原子力のしくみ」について映像や実物大に再現した模型を用
いて、スタッフが説明します。その後、実際に発電所構内を見学、施設のス
ケール感を体験することができます。小学校高学年以上から見学可能です。

●場 松江市鹿島町片句654-1 ●休 毎月第2火曜日(但し8月は第4火曜日)、年末年始
●問 0852-32-0618／中国電力島根支社（広報）（受入の可否要確認）

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
100人

※教員の引率必須 料金（税込）
無料

所要時間目安 1時間30分～2時間40分

原子力発電の仕組みや
エネルギーの未来について考える。

学習
ポイント

�������
松江市 原子力発電所見学

中国電力㈱島根原子力発電所 一畑電車㈱

環境にやさしい火力発電の
仕組みや種類について学ぶ。

学習
ポイント

�������
浜田市 火力発電所見学

中国電力㈱三隅発電所

日本最古級の車両を体験運転し、
地域に親しまれるローカル鉄道に触れる。

学習
ポイント

�������
出雲市 デハニ50形体験運転

受入期間 通年 受入時間 10:00～16:00

最大受入人数 10人 ※10人以上の場合は要相談 30,000円 / 時間

1時間
※１時間以上は要相談所要時間目安

受入期間 通年 受入時間 9:30～17:00

最大受入人数
100人

料金（税込）
無　料

所要時間目安 1時間～1時間50分

見学

見学 体験

室町時代から採掘・加工されている福光石の現役の採石場を、ガイドの
引率で見学することができます。福光石は、石見銀山遺跡の文化的景観を
はじめ、石見地方と呼ばれる島根県西部や中国地方の生活や産業と結びつ
いた地域文化を物語る貴重な歴史の証人です。

●場 大田市温泉津町福光ハ107-1　●休 お問い合わせください　
●問 0855-65-2998／福光石石切場ガイド事務局   　  　（注）詳細は要相談

室町時代から続く採石の歴史や
採石場のスケールの大きさを体感する。

学習
ポイント

�������
大田市

福光石の石切場見学ツアー

受入期間 通年 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
40人
（注） 料金（税込）

基本料金1,600円（4人まで）、
5人以上 基本料金に400円／人追加  ※学生割引あり

所要時間目安 40分～1時間

見学

料金（税込）

●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

産
業
・
工
芸

��



舞茸の菌床栽培を行なっている工場で、
担当者の説明を聞きながら、段階を追っ
て成長する過程を見学します。舞茸の試
食をすることもできます。

●場 仁多郡奥出雲町八川889-2　●休 GW、年末年始
●問 0854-54-2260／（一社）奥出雲町観光協会

舞茸工場見学
�������
奥出雲町

見学

奥出雲町在住の小林刀匠による解説付
きの日本刀鍛錬実演を見学できます。
また、刀匠と一緒に「向こう槌」を打つこ
ともできます。（団体人数により２組に分
けて見学）

●場 仁多郡奥出雲町横田1380-1 ●休 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、
年末年始（12/28～1/4） ●問 0854-52-2770

日本刀鍛錬実演見学
奥出雲たたらと刀剣館�������

奥出雲町

おいしさにこだわった「パスチャライズ牛
乳」をはじめとする牛乳・乳製品の製造
工程、品質管理、おいしさの秘訣など、乳
製品が出来上がるまでを見学できます。
小学校高学年以上から見学可能です。

●場 雲南市木次町東日登228-2　●休 お問い合わせください
●問 0854-42-0445（受入の可否要確認）

牛乳・乳製品工場見学
木次乳業㈲ ㈱舞茸奥出雲�������

雲南市

見学

●場 仁多郡奥出雲町佐白236-1 ●休 毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)、
年末年始 ●問 0854-54-0003（担当：菅田）

ミニミニたたら体験
奥出雲多根自然博物館�������

奥出雲町

受入期間 通年 受入時間 10:00～15:00

最大受入人数
15人

料金（税込）
小中学生500円、高校大学生大人700円

※博物館入館料を含む

所要時間目安
1時間～1時間30分
見学を含めると2時間程度

受入期間 通年 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
45人

料金（税込）
無　料

所要時間目安 約30分受入期間 3～6、9、10月の水～金曜日 受入時間 8:00～17:00

最大受入人数
30人

料金（税込）
200円／人

所要時間目安 30分～1時間

受入期間 通年 受入時間 10:00～16:00

最大受入人数
40人

料金（税込）
20,000円／1団体

※たたらと刀剣館の入場料が別途必要

所要時間目安 約40分

見学
体験

見学
体験子どもから大人まで宇宙や自然、生命の神

秘を楽しみながら学べる奥出雲多根自然博
物館で、たたら製鉄の概要を学び、砂鉄と
アルミニウム粉末を使って実際に鉄の玉を
作ります。

いわ  み  

石見地方から全国に出荷されている「石
州瓦」の特徴を勉強しながら、さまざま
な瓦の製造工程を見学できます。
また、7 万枚の瓦を使用して描いた
「ファッションルーフ」も見学できます。

●場 大田市水上町白坏658-1　●休 毎週日曜日、祝日、GW、年末年始
●問 0854-89-0201（受入の可否要確認）

石州瓦 瓦造りの工場見学
㈱シバオ�������

大田市

見学

独特の美しさと高い耐久性を持ち、土と炎
にこだわった「石州瓦」。その歴史、特長な
どを動画や画像で約 30分説明した後、製
造工程に沿って工場を見学します。

●場 江津市二宮町神主1820-5 ●休 毎週日曜日、祝日、GW、盆、年末年始
●問 0855-53-0811（受入の可否要確認）　　　 　（注）詳細は要相談

石州瓦工場見学～製造工程編～
㈱丸惣�������

江津市

見学

受入期間 通年 受入時間 8:30～15:30

最大受入人数
20人程度
（注) 料金（税込）

無　料

所要時間目安 約1時間

受入期間 通年 受入時間 8:00～16:50

最大受入人数
30人

料金（税込）
無　料

所要時間目安 30分～1時間

※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。

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。

●場 安来市広瀬町町帳775-1　●休 毎週水曜日、年末年始
●問 0854-32-2575 　　　  （7日前まで）

藍染体験
広瀬絣センター（道の駅 広瀬・富田城）�������

安来市

体験

太陽光発電、太陽熱利用、雨水の再利
用、自然の通風・採光を取り入れた環境
にやさしい施設で、竹や木の枝・どんぐ
りなど自然素材を使ったものづくり体験
などができます。

●場 出雲市多伎町口田儀458-1　●休 毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)
●問 0853-86-3644　　　 　（注）詳細は要相談

ものづくり体験
風の子楽習館�������

出雲市

受入期間 通年 受入時間
9:00～18:00（3～5月、9～10月）

9:00～19:00（6～8月）／9:00～17:00（11～2月）

最大受入人数
40人
（注） 料金（税込）

無　料
※ものづくり体験は別途

料金が必要

館内見学約1時間
体験学習30分～1時間所要時間

目安

受入期間 通年 受入時間 10:00～15:00

最大受入人数
20人

料 金
ハンカチ１枚 800円～／人

所要時間目安 1時間

見学
体験

要予約 要予約

要予約要予約

要予約

要予約 要予約

要予約

せきしゅう

せきしゅう

産
業
・
工
芸

産業・工芸
生産現場や研究・開発機関を見学し、産業に関わる「技術」や「人」について学びます。

��



勾玉は古来より魔除けや厄除けといったお守りとして身につけられてきまし
た。めのう細工職人指導のもと、ろう石という比較的加工しやすい石を使
用して勾玉を作ります。また、勾玉の歴史がわかる勾玉ミュージアムや勾玉
製作の技術を継承する職人技を間近で見られる勾玉職人工房も見学でき
ます。

●場 松江市玉湯町湯町1755-1　●休 なし　●問 0852-62-2288

受入期間 通年 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
60人

料金（税込）
1,000円／人

所要時間目安
30分コース
1時間コース

体験を通じて、古代より受け継がれる
勾玉の歴史や文化に触れる。

学習
ポイント

�������
松江市 勾玉づくり体験

いずもまがたまの里伝承館

まが  たま

体験

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00 所要時間目安 30分～2時間

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。

●場 飯石郡飯南町花栗54-2　●休 年末年始
●問 0854-72-1017

ユネスコ無形文化遺産に登録された石州半紙を代表とする石州和紙製品の
展示・販売のほか、館内の工房で紙すき体験ができます。和紙の製造工程
を学び、実際に紙をすくことで、和紙を身近に感じることができます。和紙
の特徴や歴史について学ぶ講座の開催は要相談。

●場 浜田市三隅町古市場589　●休 毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、
年末年始（12/28～1/4）　●問 0855-32-4170

受入期間 通年 受入時間 10:00～17:00

最大受入人数
30人

料金（税込）
980円／人（初級）

所要時間目安
30分～40分
※初級の場合

最大受入人数
40人

料金（税込）

ユネスコ無形文化遺産「石州半紙」の
歴史や製造工程を学ぶ。

学習
ポイント

�������
浜田市 紙すき体験

石州和紙会館

しめ縄の歴史や文化、製造技術を
体験を通して理解する。

学習
ポイント

�������
飯南町 しめ縄手作り体験

大しめなわ創作館

見学
体験

見学
体験

人間国宝・安部榮四郎が生涯情熱を注ぎ創り出した出雲民芸紙。素朴で美
しく、強靭な出雲民芸紙ができるまでをビデオで学んだ後、実際に紙すきを
体験します。すいた紙はお持ち帰りできます。また工房で職人の作業を見学
できます。

●場 松江市八雲町東岩坂1754　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、
年末年始　●問 0852-54-1745

出雲民芸紙の歴史や
手漉き和紙の魅力を肌で感じる。

学習
ポイント

�������
松江市 紙すき体験

安部榮四郎記念館

受入期間 通年 受入時間 9:00～16:30

最大受入人数
100人

料金（税込）

500円／人（別途入館料が必要）
入館料 大人500（400）円、高大生300（250）円
小中生200（150）円　※（　）内は20人以上の団体料金

所要時間目安 30分～1時間40分

見学
体験

入館料無料／葉書判（2枚）550円、
A3判（1枚）1,320円、色紙判（2枚）1,650円

要予約

要予約

要予約要予約

●場 所在地　●休 休み　●問 お問い合わせ先凡例  ：

産
業
・
工
芸

��



※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。

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
25人

料金（税込）
700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
12人

料金（税込）
1,400円／人

所要時間目安 2時間30分

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
コースター 4人

ランチョンマット 2人 料金（税込）
500円～／人

所要時間目安 30分～

受入期間受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
30人

※30人以上の場合は要相談 料金（税込）
2,000円～／人

所要時間目安 30分～

地元の陶芸作家が指導し、器や置物
などを自由に製作します。絵付け体
験も可能。焼き上がりまで1～2ヶ月
かかります。

●場 松江市大庭町1614　●休 毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)
●問 0852-28-0040出雲かんべの里

�������
松江市

江戸時代末期に下級武士の内職とし
て始まったと言われている松江の籐
細工。幕末から続くその技術を引き継
いだ職人に教わり、クッキー皿を作り
ます。

木工体験

籐細工体験 陶芸体験

出雲地方の伝統工芸として欠かせな
い機織り。かつて紡ぎ織る手仕事は
普通の生業とされてきました。機織り
作家の指導のもとコースターやラン
チョンマットなどを作成します。

機織り体験
体験

体験体験

体験
木工工房では体験年齢に合わせたメ
ニューで玩具から実用的なものまで作成
できます。木工作家指導のもと、ヨー
ヨー、ペンダント、キーホルダーなどを作
ります。作家による工芸品の製作過程も
見学可能。

粘土から、お好みの皿、碗、コーヒー
カップなどを作る体験です。釉薬は
石州瓦にも使用されている来待釉薬
を含め、5色から選べます。焼き上が
りは 2ヶ月後です。

●場 松江市宍道町1574-1　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、
年末年始　●問 0852-66-9050

伝統工芸品「出雲石灯ろう」の原材料
である来待石。職員の指導で、石板に
お好みの絵や文字を彫ります。博物
館の見学とセットにすることで、伝統
産業や来待石の特性について学べ
ます。

モニュメント・ミュージアム 
来待ストーン�������

松江市

来待石に手回しドリルで穴を開け
て磨き、お好みの飾りを付けてペン
ダントを作ります。博物館の見学と
セットで体験することで、来待石の
特性についてより深く学ぶことがで
きます。

受入期間 通年 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
50人

※10人以上要予約 料金（税込）
大人2,030 (1,900) 円／人、 小中生1,340（1,070）円／人
※ミュージアム見学とのセット料金あり　※（　）内は15人以上の団体料金

所要時間目安 1時間30分

受入期間 通年 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
20人

※5人以上要予約 料金（税込）
400円／人

所要時間目安 20分

受入期間 通年 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
40人

料金（税込）
1,240（1,100）円／人

※（　）内は15人以上の団体料金　※送料別途

所要時間目安 30分

受入期間 通年 受入時間 9:00～15:00

最大受入人数
30人

料金（税込）
大人2,640（2,500）円／人、 小中生1,950（1,680）円／人
※ミュージアム見学とのセット料金あり　※（　）内は15人以上の団体料金　※送料別途

所要時間目安 30分

来待石 彫刻体験
体験

来待石のペンダント作り 陶芸体験

素焼きの皿か湯飲みに 4色でお好み
の絵を描いて、オリジナルの作品を作
る絵付体験です。短時間で、小さな
お子様でも体験可能です。焼き上が
りは 2ヶ月後です。

陶芸絵付体験
体験

体験体験

要予約

要予約

産
業
・
工
芸

産業・工芸
生産現場や研究・開発機関を見学し、産業に関わる「技術」や「人」について学びます。
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津和野藩の財政を支えた津和野和紙の
質感や文化を体感する。

学習
ポイント

�������
津和野町 紙すき体験・和紙人形作り体験

㈱沙羅の木

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、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。

●場 隠岐郡隠岐の島町津戸1113-1　●休 8/12～16、年末年始
●問 08512-6-2911

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
40人

料金（税込）
800円～／人

所要時間目安 1時間～

色鮮やかなヒオウギ貝やサザエを
使った創作体験で感性を研く。

学習
ポイント

�������
隠岐の島町 ひおうぎ貝・サザエの貝殻創作体験

観光交流施設 産直問屋しおさい

自分のオリジナルハガキや色紙を紙すき体験で作れます。また、津和野町の
お土産として大人気だった和紙人形作りも体験できます。人数によって様々
な対応ができますのでご相談ください。

●場 鹿足郡津和野町殿町　●休 なし　
●問 0856-72-1661

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00

※季節により多少変動あり

最大受入人数 料金（税込）
紙すき：ハガキ2枚700円／人、 色紙1枚1,000円／人

和紙人形（20cm）600円／人　※送料別途

所要時間目安
紙すき 約25分
和紙人形 約30分

紙すき40人
和紙人形200人

体験体験

出雲大社のご祭神“だいこく様”がお持ちになられる打ち出の小槌にちなん
だ縁起物「福こづち」の製作工場を見学できます。お帰りの際には根付の可
愛い小さな福こづちをお土産にお持ち帰りください。

●場 出雲市大社町中荒木2730-1  ●休 毎週土・日曜日、祝日、年末年始など
●問 0853-53-2247（受入の可否要確認）

受入期間 通年 受入時間 10:00～16:00

最大受入人数
20人

料金（税込）
600円／人

所要時間目安 30分～1時間

出雲大社ゆかりの縁起物が作られる
工程と職人の技に触れる。

学習
ポイント

�������
出雲市 福こづち工場見学

㈱大社木工

見学

水に強く、強度がある伝統工
芸の石州勝地半紙。自然豊か
な環境の中で本格的な紙すき
体験や和紙を利用した草花ミ
ニミニ照明作りなど、世界に一
つの作品作りが体験できます。
現在では貴重な原料を蒸す

こしき

甑

の見学や紙すきに使用する
こうぞ

楮

などの植物の説明もします。

●場 江津市桜江町長谷2696　●休 不定休　
●問 0855-92-8118（受入の可否要確認）

受入期間 通年 受入時間 10:00～15:30

最大受入人数 50人 料金（税込）
・花のはがき作り1,000円／人（5名以上900円／人）
・草花のミニミニ照明作り1,500円／人（5名以上1,400円／人）

所要時間目安 1時間～2時間

紙すきの技術を継承する職人の技や
和紙の原料について学ぶ。

学習
ポイント

�������
江津市 石州勝地半紙紙すき体験

石州勝地半紙工房

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

かち    じ     ばん     し 産
業
・
工
芸
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コップやプレートに好きな絵や文字を
書き込み、柄を出したい部分をカッ
ターで切り抜いて、すりガラス状の模
様をつける体験です。カッターを使わ
ずにスタンプで模様も出せます。

ガラス容器に砂を敷き詰め、約 50 種
類あるガラス小物から好きなものを選
んでディスプレイしてロウソクを作りま
す。砂やカラーサンドを交互に重ねた
り、敷き詰め方を変化させたりすると
味わい深い作品ができます。

体験

体験

サンドブラスト体験

クリアキャンドルづくり

手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。

焼火神社の鎮座する焼火山の麓にある
焼火窯では、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。

受入期間 通年 受入時間 8:30～17:30

最大受入人数
40人

料金（税込）
3,300円／人

所要時間目安 2時間～2時間30分

受入期間 通年 受入時間 8:30～17:30

最大受入人数
15人

料金（税込）
手びねり 3,300円／人
電動ろくろ 5,500円／人

所要時間目安 2時間

体験

体験

陶芸体験

泥染め体験

受入期間 通年 受入時間 9:00～15:00

最大受入人数
40人

料金（税込）
1,000～1,500円／人

所要時間目安 1時間

受入期間 通年 受入時間 9:00～15:00

最大受入人数
40人

料金（税込）
1,000円／人
※ガラス小物2個付

約30分
※出来上がって30分後にお渡し所要時間目安

●場 大田市仁摩町天河内975　
●休 毎週水曜日（8月除く）、年末　●問 0854-88-3601

●場 隠岐郡西ノ島町　●休 8/12～16、年末年始
●問 08514-7-8888／（一社）西ノ島町観光協会

�������
大田市 ふれあい交流館（ガラス工房）

�������
西ノ島町

焼火窯
江戸時代より続く

いわ  み  

石見焼は、地元の良質
な粘土を使い、高温で焼き上げる伝統工
芸品です。こちらでは湯飲みやお茶碗な
どの陶芸体験ができます。

●場 江津市二宮町神主2211-3　●休 お問い合わせください
●問 0855-53-0304（受入の可否要確認）           　（注）詳細は要相談

�������
江津市 陶芸体験

石州宮内窯
体験

受入期間
通年
（注） 受入時間 8:00～17:00

最大受入人数
40人程度

料金（税込）
1,650円／人

※相談の上、粘土半分の場合は1,100円／人

所要時間目安 約2時間

国内でも希少な昔ながらの登り窯で焼き
上げる窯元、嶋田窯。作品の出来上がり
は一つとして同じものがなく、一期一会
の出会いがあります。職人の指導を受け
ながら自分だけの作品を作ります。

●場 江津市後地町1315　●休 GW、年末年始　
●問 0855-55-1337（受入の可否要確認）　 　　  （7日前まで）
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江津市 陶芸体験

石州嶋田窯
体験

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
20人
※2人より 料金（税込）

手びねり2,000円／人、電動ろくろ3,000円／人
※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請.9～11月のみ）

所要時間目安
手びねり 約1時間～2時間
電動ろくろ 約1時間

※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。

手びねり（土から形をつくる）コースか
絵付け（できあがった器に絵を描く）
コースのどちらかを選んでいただきま
す。焼きあがりは約1ヶ月後です。

島根県西部は
いわ  み  

石見神楽が非常に盛ん
です。体験では神楽で使用する神楽
面のミニサイズに絵付けし、オリジナ
ルの面を製作します。出来上がった
作品はお持ち帰りできます。

受入期間 通年 受入時間 9:00～15:30

最大受入人数
50人

料金（税込）
800円／人

所要時間目安 30分～1時間

受入期間 通年 受入時間 9:00～15:30

最大受入人数
50人

料金（税込）
800～3,000円／人

所要時間目安 30分～1時間

体験

体験

やきもの体験

神楽面絵付け体験

●場 大田市温泉津町温泉津イ22-2　●休 年末年始（12/28～1/3）
●問 0855-65-4139

温泉津やきもの館�������
大田市

要予約

要予約

要予約

要予約要予約

ゆ　    の　    つ

たく　 ひ　 がま
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産業・工芸
生産現場や研究・開発機関を見学し、産業に関わる「技術」や「人」について学びます。
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