
専用ウエアの装着説明の後、パドルの持
ち方や前進、方向転換、停止方法、シー
カヤックの乗り降りや脱出方法等の陸上
講習を受け、水上で自由に遊びます。デ
モンストレーションもあります。

●場 松江市島根町加賀佳島　●休 なし　
●問 090-1013-7801／ガイナカヤックス

シーカヤックプログラム体験
★ �������
松江市

体験
神話ヤマタノオロチ伝説のスサノオノミコト
に由緣の深い標高 1142.5ｍの山。毎年 7
月の「

せんようさ い

宣揚祭」では勇壮な剣舞が奉納され
ます。鳥上滝のある「鳥上滝コース」とゆっ
くり散策できる「亀石コース」があります。

●場 仁多郡奥出雲町　●休 なし
●問 0854-54-2260／（一社）奥出雲町観光協会

船通山登山
�������
奥出雲町

体験

奥出雲町と広島県庄原市の県境に位置し、
「池の原」「

だいぜん ばら

大膳原」や広大な草原を持つ標
高1,239ｍの山です。ブナやミズナラのほか、
秋にはススキの大草原や紅葉も美しく、気軽
に登山を楽しめます。キャンプ場もあります。

吾妻山登山
�������
奥出雲町

体験
島根のほぼ真ん中にそびえ立つ「国立公園三瓶
山」は、6つの峰が環状に連なっている山です。
６つの登山コースがあり、初心者からベテラン
まで、時間と体力に合わせて楽しめます。

�������
大田市

体験

宍道湖で湖上からの景色を眺めながらカヌーやヨット体験が気軽に楽しめ
ます。インストラクターの指導により、誰でも簡単にすぐ乗ることができます。
※濡れてもよい服装でお越しください。

●場 松江市岡本町1048-1　●休 毎週火曜日（夏休み期間中は無休）　
●問 0852-88-3700

受入期間 4～10月 受入時間
4・10月／10:00～16:00
5～9月／10：00～17：00

最大受入人数 40人

料金（税込）
一般・高校生200（140）円／人、中学生以下100（70）円／人
※（　）は20人以上の団体料金　　※表示金額は30分あたりの料金

一般・高校生200（140）円／人、中学生以下100（70）円／人
※(　)は20人以上の団体料金　※表示金額は30分あたりの料金

所要時間目安 30分～

日本海と宍道湖をつなぐ佐陀川のほとりにある施設。水門を隔てた
300m×300mの西潟ノ内でマリンスポーツを楽しむことができます。カヌー
やヨット、ボートの体験ができ、海洋センタースタッフが丁寧に指導します。
ご要望に応じて時間の調整も可能です。

●場 松江市西浜佐陀町1012　●休 毎週月曜日・年末年始（12/29～1/3）
●問 0852-36-6984　　　　（7日前まで）

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）

所要時間目安 1時間～3時間

仲間と一緒になって、
マリンスポーツに挑戦する。

学習
ポイント

�������
松江市 マリンスポーツ体験

松江B&G海洋センター

水上でカヤックを操り、
仲間との連帯感を養う。

学習
ポイント

�������
松江市 マリンスポーツ体験

道の駅 秋鹿なぎさ公園

受入期間 通年 受入時間 ー

最大受入人数
ー

料金（税込）
無　料  ※ガイド付きの場合は有料、ガイド料要相談

所要時間目安 往復3時間

受入期間 通年 受入時間 ー

最大受入人数
ー

料金（税込）
無　料

所要時間目安 往復3時間受入期間 通年 受入時間 ー

最大受入人数
ー

料金（税込）
無　料  ※ガイド付きの場合は有料、ガイド料要相談

所要時間目安 往復3時間

●場 仁多郡奥出雲町　●休 なし
●問 0854-54-2260／（一社）奥出雲町観光協会

●場 大田市　●休 なし　
●問 0854-88-9950／（一社）大田市観光協会

受入期間 4～10月 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
60人

料金（税込）
10～15人3,000円／人
16人以上2,000円／人

所要時間目安
1時間～

1時間15分程度（1回）

三瓶山登山

※1回の体験プログラム対応人数10～15人
※人数を問わず必ず2回以上に分けて実施

体験 体験

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  ：

さん    べ    さん

ス
ポ
ー
ツ
・
ア
ウ
ト
ド
ア

スポーツ・アウトドア
スポーツや野外活動を通じて、豊かな心を育むとともに、仲間との連帯感を養います。

��



●場 飯石郡飯南町佐見1151　●休 期間中無休
●問 0854-72-1021

スタッフ指導のもと、初心者向けのカヤック体験を
ごう

江の
かわ

川の流れが穏やか
な静水域で行います。初心者でも漕ぎやすいカヤックですので、老若男女問
わず泳げない方でも十分に楽しめます。カヤックに乗って大自然を満喫しま
しょう。

●場 邑智郡美郷町亀村54-1　●休 毎週火曜日　
●問 0855-75-1860

県内屈指のフィールドアスレチック（冒険の森）などの野外活動、炊飯活動、
創作活動等が体験できる青少年教育施設です。

●場 江津市松川町太田610　●休 不定休、年末年始
●問 0855-52-0716

受入期間 12～3月上旬 受入時間
8:30～16:30

最大受入人数
200人

料金（税込）
お問い合わせください

所要時間目安 3時間～

最大受入人数

181人
※大人宿泊の場合

※活動内容・使用場所等により異なる 料金（税込）
活動内容により異なる
※冒険の森は無料

所要時間目安 冒険の森の場合 約1時間30分～2時間 ※活動内容等により所要時間は異なる

受入期間 通年 受入時間
日帰り 8:40～17:00
宿泊 8:40～17:00までに入所

受入期間 通年 受入時間
  9:30～12:00
13:00～15:30

最大受入人数 50人 料金（税込）

大人・高校生3,000円／人、小中生・子ども2,500円／人
（別途入場料が必要）

入場料：大人200（150）円／人、小中生100（50）円／人
※（　）内は20人以上の団体料金

所要時間目安 2時間30分

雄大な大自然の中で、
マリンスポーツを楽しむ。

学習
ポイント

�������
美郷町 カヤック体験

野外活動を通じてグループ活動の
楽しさや協調性を養う。

学習
ポイント

�������
江津市

カヌーの里おおち
青少年教育施設による体験活動
島根県立少年自然の家

スキーの技術を学び、仲間とともに冬のスポーツを楽しむ。

霊剣あらたかな名峰「琴引山」にあ

るスキー場です。中国地方有数の

豪雪地帯飯南町にあり、上級者か

ら初心者まで楽しめるスキー場は

県外からも多くの人が訪れます。

ゲレンデに隣接する大型バス専用

駐車場を完備し、人工雪でシーズ

ン中は確実に実施できることやバ

ラエティに富んだ 7つのコースが

修学旅行に最適です。全日本ス

キー連盟公認の琴引スキー学校は

100 校以上の指導実績があり、楽

しく上達できる講習を目指し、頼も

しい講師が揃っています。

学習ポイント

�������
飯南町 スキー体験

琴引フォレストパーク

体験

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

ス
ポ
ー
ツ
・
ア
ウ
ト
ド
ア

スポーツ・アウトドア
スポーツや野外活動を通じて、豊かな心を育むとともに、仲間との連帯感を養います。

��



浜辺でシーカヤック体験、海の生き物観察、磯釣り体験、海の漂着問題の
学習を組み合わせたプログラムを体験できます。海洋スポーツセンター周辺
の海岸は「塩の浜」と呼ばれ、遠浅で隠岐諸島最大の砂浜が広がっており浜
辺で安心して海を楽しめます。また、近くには白いアルカリ流紋岩の隠岐な
らではの自然景観も見ることができます。

●場 隠岐郡隠岐の島町津戸1537-1　●休 年末年始
●問 08512-6-2050／（一社）隠岐ジオパークツアーデスク

砂浜の海に面した海洋スポーツセンターの施設周辺でキャンプをすることが
できます。料金には、テント・寝袋・トイレ・温水シャワーの利用料が含ま
れます。別途料金でバーベキューをすることも可能です。

●場 隠岐郡隠岐の島町津戸1537-1　●休 年末年始　●問 08512-6-2050
／（一社)隠岐ジオパークツアーデスク　  　　 　（注）詳細は要相談 

ボードを使ったレスキューなど、ライフ
セーバーの活動や、砂浜でのビーチフ
ラッグを体験します。バナナボート1回
無料体験付き。ライフセーバーがやさし
く指導します。

●場 浜田市国分町（石見海浜公園）　●休 10～5月　
●問 0855-25-5663／NPO法人 浜田ライフセービングクラブ

�������
浜田市

体験
日本海での海釣りや美しい海からの景観
を楽しめるクルージングです。また、石見
海浜公園を海から眺めたり、「海上アスレ
チック」の体験（期間限定）も可能です。

●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（受入の可否要確認）

�������
浜田市

体験

青い海と緑に囲まれた隠岐の大自然で
岸壁釣りを楽しめます。魚釣りは驚きと
発見がいっぱいの田舎体験として楽しい
想い出になります。案内人が指導します
ので初心者も安心です。

●場 隠岐郡隠岐の島町　●休 年末年始　●問 08512-2-0787／（一社）隠岐
の島町観光協会　  　　 　（注）詳細は要相談 

岸壁釣り体験
★ �������
隠岐の島町

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。

●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

魚釣り体験
★ �������
西ノ島町

体験

受入期間 通年 受入時間 8:00～19:00

最大受入人数
20人

料金（税込）
2,000円～／人

（注）

所要時間目安 1日
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）
3,000円～／人

所要時間目安 4時間

受入期間 4～9月 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数

大人7人、子どものみ10人程度
※1隻につき定員8人

※海釣りの場合は人数制限あり、要確認 料金（税込）

高校生以上4,000円／人
小中生2,000円／人
※海釣りは金額が異なる

所要時間目安 2～4時間
受入期間 6～9月 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
50人

料金（税込）
1,000円／人

所要時間目安 1時間

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）
1,100円～／人(餌・道具付き)

所要時間目安 1時間～
受入期間 通年 8:00～15:30 30人

（注）

2,000円／人（竿1本・餌・ライフジャケット・氷入りクーラー）
※案内人不要の場合500円引き　※延長30分ごとに500円追加

1時間30分 最大受入人数

料金（税込）

受入時間

青い海と大地の絶景を
マリンスポーツを通して体感する。

学習
ポイント

�������
隠岐の島町

潮風を感じながら大自然の中で
共同作業や集団行動を学ぶ。

学習
ポイント

�������
隠岐の島町隠岐ジオパークの海の体験ツアー

海洋スポーツセンター
浜辺のキャンプ
海洋スポーツセンター

KIDS海体験プログラム
島根県立石見海浜公園

スポーツクルーザーによる海体験
浜友Ⅱ

体験 体験

所要時間目安

要予約要予約

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  ：

ス
ポ
ー
ツ
・
ア
ウ
ト
ド
ア
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