
江戸中期の景色を残す塩見縄手の高台にある、「茶どころ松江」を象徴する
茶室「明々庵」での特別な茶道体験。大名茶人・松平不昧公好みの茶室を見
ながら、お茶室での礼儀作法（座る位置、礼の仕方など）やお茶・和菓子の
頂き方、抹茶の歴史などについて徹底解説します。城見台から眺める松江
城は江戸時代にタイムスリップした気分にさせてくれます。

●場 松江市北堀町278 ●休 木曜日午後、GW、年末年始 ●問 0852-21-9863

茶の湯文化が根付く松江の抹茶の歴史、
茶道の作法や手順について学ぶ。

学習
ポイント

�������
松江市 茶道体験

カラコロ工房は旧日本銀行松江支店だった建物をそのまま生かし、現在は
飲食店や雑貨店などが入る施設です。その歴史ある建物で、日本三大和菓
子処として知られる松江ならではの日本文化を体験します。無数にある生菓
子のデザインから選んで、その季節にふさわしい、「きんとん」・「練りきり」
の2 種類を職人の指導のもと作ります。作った和菓子と一緒に銘菓「若草」
を持ち帰ることができます。

●場 松江市殿町43 ●休 毎週水曜日、年末年始 ●問 0852-20-7000

受入期間 通年 受入時間 11:00～／14:00～

最大受入人数
20人

料金（税込）
1,500円／人

所要時間目安 約40分

日本三大菓子処松江の職人の指導のもと
松江の和菓子文化に触れる。

学習
ポイント

�������
松江市 和菓子づくり体験

カラコロ工房

受入期間 通年 受入時間 9:30～16:00

料金（税込）

高校生920（810）円／人、 小中生710（660）円／人
※入館料・呈茶(干菓子2種付き)・ガイド料込み　※（　）内は20人以上の団体料金
※15～20人程度であれば「略盆点前」も体験可能(体験時間20分、別途300円／人）

※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）

最大受入人数
34人

所要時間目安 40分～1時間

職人指導のもと、昔ながらの手作り（炭火焼き）のあご野焼き体験ができます。
「あご」とはトビウオの呼称です。「すり身を棒に巻き付けられるように成形」
→「すり身を棒に巻き付ける」→「手で形を整える」→「炭火焼き」の順に体験
していきます。焼きたてのあご野焼きはその場で試食または持ち帰ることが
できます。

●場 松江市中原町88　●休 毎週木・日曜日　●問 0852-21-2675 （受入の
可否要確認）　 　　  （7日前まで）　（注）詳細は要相談

名物「あご野焼き」を江戸時代から続く
製法で作り、松江の食文化を学ぶ。

学習
ポイント

�������
松江市 あご野焼き体験

青山蒲鉾店㈲

受入期間 通年 受入時間 9:00～11:00

最大受入人数
30人
（注） 料金（税込）

1,500円／人

所要時間目安
30分／1人

約2時間／30人

明々庵
めい めい あん

体験

体験 体験

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。和菓子とお抹茶は出雲文化伝承館のお茶室でい
ただけます。時間や内容は応相談。

●場 出雲市浜町520　●休 お問い合わせください
●問 0853-31-4884／㈲坂根屋 （受入の可否要確認）

自分で和菓子を作り、お抹茶の
点て方やいただき方を楽しく学ぶ。

学習
ポイント

�������
出雲市 和菓子作りと抹茶体験

出雲文化伝承館

受入期間 通年 受入時間 8:00～18:00

最大受入人数
80人

料金（税込）
1,320円／人

所要時間目安

1時間20分
和菓子作り40分
お抹茶体験40分

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

生
活
・
食
文
化

生活・食文化
見て、聞いて、やってみることで、食文化に対する見識を深め、生活に役立つ知恵を身につけます。

��



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持ち帰ること
もできます。

●場 松江市八雲町熊野809　●休 毎週火曜日
●問 0852-54-2041（受入の可否要確認）

蕎麦打ち体験
八雲ふるさと館�������

松江市

体験

山陰の民話を囲炉裏を囲んで、地元の語
り部さんから聞くことができます。また、
小泉八雲「耳なし芳一」のマジックビジョ
ンや展示コーナーもあります。

●場 松江市大庭町1614　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
●問 0852-28-0041

囲炉裏を囲んで民話体験
出雲かんべの里 民話館�������

松江市

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）
520円／人

所要時間目安 1時間30分

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
30人

料金（税込）
大人260（200）円／人、小中生130（100）円／人

※（　）内は20人以上の団体料金

所要時間目安 50分

受入期間 4～11月 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
40人

料金（税込）
800円／人（6人まで）

（7～20人は5,000円／1グループ）

所要時間目安 約1時間

受入期間 4～11月 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
40人
（注） 料金（税込） 500円／人

所要時間目安 約1時間30分

●場 邑智郡邑南町中野1046　●休 毎週日曜日・祝日・盆・年末年始
●問 0855-95-0321（受入の可否要確認）

受入期間 4～10月末頃 受入時間

最大受入人数
20人程度

料金（税込）
学生無料

所要時間目安14:00～16:00

約100年、代々受け継がれてきた仕込み蔵の
木桶で造られる伝統技法の醤油作りを学ぶ。

学習
ポイント

�������
邑南町 醤油蔵 見学

㈲垣崎醤油店

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々や
船宿等の古民家、神社など海辺の
美しい町並みをガイドの案内のも
と散策します。

 う     さぎ

鵜鷺げんきな会�������
出雲市

●場 出雲市大社町鷺浦　●休 12～3月
●問 090-7992-5236（受入の可否要確認）　　　 　（注）詳細は要相談

町並み散策
見学

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、できあがった
塩は持ち帰ることができます。

塩炊き体験
体験

島根県のほぼ中央に位置し、緑豊かな自然に囲まれた邑南町にある大正十年創
業の醤油味噌醸造元です。大正初期の創業より伝わる仕込み本蔵の木桶を大切
に使い、昔ながらの伝統の技法を用いて心を込めて醸造しています。このプログ
ラムでは、醤油のできるまでの簡単な説明と今では珍しい木桶のある蔵を見学で
きます。　※当日は納豆を食べないようにしてください。

見学

●場 出雲市佐田町須佐574-2　●休 お問い合わせください
●問 0853-84-0919（受入の可否要確認）

受入期間 通年 受入時間

最大受入人数
18人

料金（税込）
夕食・朝食付き宿泊10,000円／人
各体験1,000～3,000円／人

所要時間目安
体験プログラム
により異なる

体験プログラム
により異なる

災害に備え、いざという時に役立つ、
生きる知恵と力を養う。

学習
ポイント

�������
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。
※ご要望に応じたプログラムにアレンジできます。

泥水ろ過体験、竹での箸・食器作り、薪割り、囲炉裏、五右衛門風呂の火起こし体
験、缶詰でのキャンドル作り、猟についての話、ジビエ（猪・鹿肉）の料理体験 など

体験

体験プログラム

※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。

約40分～1時間

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

生
活
・
食
文
化

生活・食文化
見て、聞いて、やってみることで、食文化に対する見識を深め、生活に役立つ知恵を身につけます。

��



●場 仁多郡奥出雲町下横田993-2　●休 なし
●問 080-5232-4148（受入の可否要確認）

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
食べることができます。使用のそば粉は貴重な水車挽き粉で、そばの実を皮
ごと石臼で挽くため、色が黒っぽく、香りが強いのが特徴です。職人の指導
のもと、そば打ちの工程を一から教わりながら田舎体験の思い出に打ち立
てのそばを楽しみましょう。

受入期間 通年 受入時間 10:00～15:00

最大受入人数 40人 料金（税込）

基本料金 3,500円／1玉（1～3人）
※4～5人は基本料金＋500円／人を加算、6人は2玉

それ以上の人数の場合は要確認

所要時間目安 40分～1時間20分

そば打ちの工程を一から体験し、
楽しみながら郷土食を味わう。

学習
ポイント

�������
奥出雲町 蕎麦打ち体験

川西そば工房

臼と杵を使って昔ながらの餅つきを体験できます。つきたての餅を食べなが
ら、農家のお父さんやお母さんたちと和やかな楽しい思い出が作れます。食
育には最適です。ご希望に応じて時間の調整も可能です。

杵と臼で餅をつき、
日本文化と田舎の風情を楽しむ。

学習
ポイント

★ �������
奥出雲町

餅つき体験

●場 仁多郡奥出雲町石原里田　●休 農繁期・盆・正月　
●問 0854-54-2260／（一社）奥出雲町観光協会

受入期間 通年 受入時間 10:00～15:00

最大受入人数
40人

料金（税込）
1,000円／人

所要時間目安 約2時間

蕎麦打ち体験
山県そば

豆腐作り体験
石田食品

自家栽培されるそばと奥出雲の湧水を使っ
た本物のそば打ち体験ができます。地元の
素材にこだわってできるそばは甘み・香り
が強く他では味わえないおいしさです。打
ち立てのそばは持ち帰ることもできます。

�������
奥出雲町

体験

●場 仁多郡奥出雲町三成641-22　●休 12/31、1/1
●問 0854-54-2260／（一社）奥出雲町観光協会

�������
奥出雲町

体験

●場 仁多郡奥出雲町大呂515　●休 毎週水曜日
●問 0854-52-1149（受入の可否要確認）　　　 　（注）詳細は要相談

受入期間 通年 受入時間 10:00～15:00

最大受入人数
40人

料金（税込）
1,500円／人

所要時間目安 約1時間

受入期間 通年 受入時間
11:00～、14:00～
※その他時間は要相談

最大受入人数
18人
（注） 料金（税込）

基本料金 3,500円／1玉（1～3人）
※4人目以降も基本料金（1玉）単位で加算

所要時間目安 1時間

地元の手作り豆腐店スタッフと一緒に豆腐
を作ります。温めた豆乳に天然にがりを加
えて混ぜるだけですが、その加減はとても
微妙なもの。美味しい豆腐作りの秘密に触
れることができます。

体験 体験

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。

●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
50人

料金（税込）
1,600円／人

所要時間目安 1時間～

特産品のさざえを使ったご島地カレー作り、
島の食文化に触れる。

学習
ポイント

�������
隠岐の島町 サザエカレー作り体験

観光交流施設 産直問屋しおさい

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

生
活
・
食
文
化
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築 140 年余りの老舗の酒蔵で、酒造り
の道具や設備を見学しながら、いかに
してお米がお酒に変わるのかをお伝え
します。

●場 出雲市平田町774　●休 お問い合わせください
●問 0853-62-2631／木綿街道振興会

登録文化財 酒蔵見学の巻
㈱酒持田本店�������

出雲市

見学
木綿街道の情報発信の場となる観光交
流施設で、実際に使われていた機織り機
で機織りの体験ができます。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。

●場 出雲市平田町841　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
●問 0853-62-2631／木綿街道振興会

木綿の歴史と機織り体験の巻
木綿街道交流館�������

出雲市

体験

一式飾りは平田天神信仰より生まれた民俗
芸術で、陶器一式・漆器一式で作られ、「み
たて」のおもしろさと全体の造形の美しさが
求められます。「一式飾り」の灯ろうを針金
を使って作ります。

●場 出雲市平田町951-1　●休 お問い合わせください
●問 0853-62-2631／木綿街道振興会　

ミニ一式飾りの巻
�������
出雲市

体験
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、本石橋家の歴史などをお
伝えします。

●場 出雲市平田町834　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
●問 0853-62-2631／木綿街道振興会

国登録文化財 本石橋邸見学の巻
木綿街道交流館木綿街道交流館 �������

出雲市

見学

受入期間 通年 受入時間 10:00～15:00

最大受入人数
10人

料金（税込）
2,000円／人

所要時間目安 2時間

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。

●場 出雲市平田町　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
●問 0853-62-2631／木綿街道振興会　　　　（7日前まで）

木綿街道まち歩きガイド
見学

再仕込み醤油醸造の老舗で、醤油の種類
や原材料、製法など醤油の醸造に関する
説明を聞いたり醤油蔵の見学をした後、再
仕込み醤油を使った「醤油ソフトクリーム」
をいただきます。

●場 出雲市平田町807　●休 お問い合わせください
●問 0853-62-2631／木綿街道振興会

醤油蔵見学とお醤油スイーツの巻
持田醤油店�������

出雲市

見学

再仕込み醤油醸造の老舗で、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」について味比べ
をしながら説明します。

●場 出雲市平田町861　●休 お問い合わせください
●問 0853-62-2631／木綿街道振興会

醤油テイスティングの巻
㈲岡茂一郎商店�������

出雲市

1715 年創業の日本生姜糖元祖の老舗
で、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。

●場 出雲市平田町774　●休 お問い合わせください
●問 0853-62-2631／木綿街道振興会

日本生姜糖元祖の巻
山陰名産㈱來間屋生姜糖本舗�������

出雲市

見学

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）
10人まで3,000円
以降1人増えるごとに300円加算

所要時間目安 1時間 受入期間 通年 受入時間 10:00～16:00

最大受入人数
20人

※他のコースと組み合わせで増員可 料金（税込）
500円／人

所要時間目安 約20分

受入期間 通年 受入時間 11:00～15:00

最大受入人数
10人

※他のコースと組み合わせで増員可 料金（税込）
400円／人

所要時間目安 約20分受入期間 通年 受入時間 10:00～16:00

最大受入人数
20人

※他のコースと組み合わせで増員可 料金（税込）
無　料

所要時間目安 約20分

受入期間 通年 受入時間 13:30～16:30

最大受入人数
20人

※他のコースと組み合わせで増員可 料金（税込）
500円／人

所要時間目安 約30分

受入期間 通年 受入時間 10:00～16:00

最大受入人数
40人

※他のコースと組み合わせで増員可 料金（税込）
500円／人

所要時間目安 約30分

受入期間 通年 受入時間 9:30～17:00

最大受入人数
10人

※他のコースと組み合わせで増員可 料金（税込）
1,500円／人

所要時間目安 約30分～1時間

�������
出雲市

※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

見学
体験

生
活
・
食
文
化

生活・食文化
見て、聞いて、やってみることで、食文化に対する見識を深め、生活に役立つ知恵を身につけます。
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