奥出雲

Yasugi

Okuizumo

昔ながらの伝統を重んじる安来

神話ゆかりの地が多くのこる

市は民謡「安来節」の本場にゃ！

奥出雲は豊かな自然に囲まれ

アメリカの日本庭園専門誌による

たのどかな場所にゃ。自然を

ランキングで、2003年の初回から
まるで絵画みたい！

1位に選ばれ続けている足立美術

足立美術館

館が有名にゃ！

近代日本画を中心とした美術館で、横山大観のコレクションとと
もに、日本一の日本庭園が有名。駐車場から美術館入口まで徒
歩約2分。玄関横の緊急車両用スペースに車を停車させ、乗降す
ることは可能だが駐車は不可。
安来市古川町320
0854-28-7111
9:00〜17:30（4月〜9月）、9:00〜17:00（10月〜3月）
年中無休（新館のみ休館日あり）
障がい者（身体、療育、精神、知的障がい）手帳の提示で本人と、
1種及び等級Aの手帳所有者の介助者1名が半額。
身障者用駐車場、貸出用車いす6台、車いすトイレ、オストメイト対
応多目的トイレ1カ所、エレベーター、小展示室へ行くには階段。

感じて温泉に浸かって、癒し

した ぶるい

のひとときを過ごしてにゃ。

鬼の舌震
景観が国の名勝・天然記念物に指定されている美しい
渓谷。バリアフリー遊歩道と「舌震の 恋 吊橋」はフ
ラットで、車いすでも渓谷を楽しめるようになっている。
バリアフリーに自然を散策できる場所は大変貴重。
仁多郡奥出雲町三成宇根
0854-54-2260（奥出雲町観光協会）
冬季間閉鎖
身障者用駐車場、車いす対応トイレあり。

絲原記念館

泊まれる博物館として

約400年の歴史をもつ絲原家が伝承してき
た、たたら資料や美術工芸品などを展示して
いる。身障者用駐車場から段差なく入場でき
るようになっている。

も大人気！

安来節演芸館／
どじょう亭

お

神亀年間（724年〜729年）に湧き出した歴史ある湯。白鷺が脚の
傷を癒やしたという伝説が残り、尼子氏をはじめ戦国時代から江
戸時代にかけて歴代藩主の御殿湯として賑わっていた。足立美術
館にほど近く、心も体も癒してくれる温泉地。

安来市古川町534
0854-28-9500
10:00〜17:00
毎週水曜日 ※5・10・11月は第
一水曜のみ休館。※祝日の場合
は営業。
身障者用駐車場、貸出用車いす
2 台、どじょう亭 に 車いすトイ
レ、演芸館にオストメイト対応ト
イレあり。

さぎの湯荘

なくおいしい！

安来観光バリアフリーマップ

↑至 松江

宿泊施設バリアフリー情報
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仁多郡奥出雲町大谷856-18
0854-52-0151
9:00〜17:00（入場は16:00まで）
展示替え日（3月・6月・9月に各5日間）、年末年
始（12月30日〜1月5日）
記念館・庭園・洗心乃路 3ヵ所共通入場券一般
1,000円（800円）、大高生700円（550円）、
中小生300円（250円）※（ ）は20名以上の団
体料金 ※入園のみの個別入場も可。障がい者手
帳提示で本人のみ団体料金に割引あり（団体の
場合は別途割引あり）。
身障者用駐車場3台、車いす対応トイレ駐車場に
1カ所・館内に1カ所あり。貸出用車いす、ベビー
カーあり。売店隣に車いす対応トイレあり。

ね

仁多郡奥出雲町佐白236-1
0854-54-0003
10:00〜16:00
毎週火曜日（祝祭日の場合はその翌日）
年末年始（12月30日〜1月3日）
障がい者手帳提示で本人と介助者が入館料2割引。
貸出用車いす1台、エレベーター（１階展示室へは階段）あり。
佐白温泉
長者の湯
道の駅
おろちの里
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バリアフリールーム（車い
す対応トイレ付客室）のあ
る宿泊施設
●湯治の宿 湯田山荘
TEL：0854-34-0240
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「宇宙の進化と生命の歴史」をテーマに、アロサウルスやアン
モナイトなど、約40億年におよぶ生命の長い歴史を物語る、
貴重な化石の数々を展示している。展示室より上の階は宿泊
施設となっており、全国でも珍しい宿泊できるミュージアム。
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館内に車いすトイレのある
宿泊施設
●さぎの湯温泉 さぎの湯荘
TEL：0854-28-6211
●夢ランドしらさぎ
TEL：0854-28-6300
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出雲八代

安来市古川町478-1
0854-28-6211
日帰り温泉 12:30〜15:00、18:00〜20:30
大人700円、子供300円 貸切料500円
（50分）利用時間帯12:30〜15:00
一般駐車場（入口に屋根付、停車可）、オストメイト対応車いすトイレ1
カ所、貸出用車いす2台、入口簡易スロープ、シャワーキャリー1台、回
転チェアあり。【家族風呂】白露：浴室入口1段（約3ｃｍ）、掘込式、
手すりあり（階段2段）。

どじょうは臭みも

い

奥出雲多根自然博物館

さぎの湯温泉

本場の安来節を観賞したり体験できる。車いすは
段差のない後ろの席で観賞することができる。お
食事処「どじょう亭」では珍しいどじょう料理を食
べることができる。座敷とテーブル席あり。

く

出雲坂根
奥出雲
鉄の彫刻美術館
館内フラット
道の駅
奥出雲おろちループ 入口スロープあり

宿泊施設バリアフリー情報
バリアフリールーム（車い
す対応トイレ付客室）のあ
る宿泊施設
●亀嵩温泉 玉峰山荘
TEL：0854-57-0800

四季折々の大自然の中で満喫

本場安来節体験であらえっさ！

安来
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しめ縄づくりの技術と伝統が

斐伊川の流域に広がる神話と

受け継がれている町にゃ。全

鉄の歴史が根付く場所にゃ。

国でも珍しいラムネ銀泉など

ヤマタノオロチ伝説やたたら

隠れた魅力がいっぱいにゃ。

製鉄ゆかりの場所で悠久の時
す が

飯南町大しめなわ創作館
全国の大しめ縄を作っている飯南町の技術と伝統文化を伝える施
設。しめ縄の受注生産、販売もされており、気軽にしめ縄づくりを
体験することもできる。
飯石郡飯南町花栗54-2
0854-72-1017
10:00〜17:00
年末年始を除き無休
入館料無料、しめ縄手づくり体験980円〜
館内段差なし。冬期以外は大扉が全開になっているので、
車いすでも楽に出入りできる。

と ん ば ら

頓原ラムネ銀泉
鉱泉水に炭酸ガスと炭酸水素イオンを大量に含
む日本でも珍しい泉質を持つ炭酸泉。透明なお
湯の色が3週間程度かけて虹のようにさまざま
な色に変化していくのも見どころ。バリアフリー
の大型貸切温泉は浴室内にスロープ、手すり、ト
イレが設置してあり、ゆっくり温泉を楽しむこと
ができる。
飯石郡飯南町頓原1070
0854-72-0880
11:00〜20:00
木曜日
大 型バリアフリータイプ
貸 切 温 泉利用料 6 0 分
1, 9 0 0 円〜（※要予 約・
貸切風呂は冬期間休み）
施 設 入 口 は 階 段 があ る
が、貸 切温泉の脱衣場へ
直接出入りできるスロープ
付きの入口がある。

さん な い

す が

や た か ど の

菅谷たたら山内（菅谷高殿）
かつてたたら製鉄に従事していた人達の職場や、住居が残る場所。
日本で現存する唯一の高殿で昭和42年に国の重要有形民俗文化
財に指定されており、当時の雰囲気を肌で感じることができる。高
殿入口は階段で裏口は坂になっている。事前に連絡すれば簡易ス
ロープを設置してもらえる。中は土を固めた地面になっていて一部
傾斜があるが車いすでも通行可能。
雲南市吉田町吉田1214
0854-74-0350
9:00〜17:00（入館は16:00まで）
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
一般310円（260円） 小・中学生210円（150円）
※（ ）は20名以上の団体料金
障がい者手帳提示で本人と介助者１名が無料
菅谷高殿のすぐ横に車を停めることができるが、雨天時にはぬかるむ
為、車いすでの通行が困難な場合もある。事前に電話すれば確認する
ことができる。

全国一の大しめ縄、
出雲大社神楽殿の
実物大しめのこ！
（しめ縄の房）

か

じ

たたら鍛冶工房
たたらの炎と熱さを体感しながら、シンプルなペー
パーナイフを作ることができる。鉄の原料となる鉧
（けら）や砂鉄に触れられたり、様々な刃物の購入も
できる。
雲南市吉田町吉田4081-1
0854-74-0311
8:30〜17:30
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
入館料無料 刃物づくり体験ペーパーナイフ（お手
軽）2,000円〜 ※要予約
入口に階段があり、工房内の鍛冶作業をする場所も
50ｃｍの段差がある。車いすの場合、介助の方が複数
同行しサポートするのがおすすめ。

オリジナルしめ縄作
りに挑戦！サポート
もしてくれる

おろち湯ったり館

琴引フォレスト
パークスキー場

周辺にはヤマタノオロチ伝説にまつわるスポットが数多く
あり、オロチをイメージしたカラフルで幻想的な岩風呂と、
木の香りいっぱいの木風呂を楽しめる天然温泉施設。

人工雪でいつでも滑走可能なスキー場は
初心者から上級者までが満足できるレイ
アウト。大 人 気の「スノーパーク」は安
心・安全をモットーに、楽しいイベントを
企画している。
飯石郡飯南町佐見1151
0854-72-1021
障がい者割引 大人1日リフト券3,000円、
シニア1日リフト券2,500円、
小人1日リフト券1,800円
その他シーズン券の割引サービスあり。
入口スロープあり、車いす対応トイレあり
（男性、女 性 用それぞれに1カ所ずつ／1
階）、貸出用車いす2台あり、2階レストラ
ンへは27段の階段、ゲレンデまでに階段あ
り。※各所段差がある場所はスタッフの介
助サポート可能。

の流れを感じてにゃ。

や

宿泊施設バリアフリー情報
館内に車いすトイレのある
宿泊施設
足の不自由な方がスキーを楽しめる「バイスキー」は島根
県障害者スポーツ協会から無料でレンタル（２台まで）
。
インストラクターの相談もできる
（TEL：0852-20-7770）
。

●琴引ビレッジ山荘
TEL：0854-72-1035
●憩いの郷 衣掛
TEL：0854-76-2158
●森のホテル もりのす
TEL：0854-76-3119

雲南市木次町木次952-4
0854-42-9181
10:00〜21:00（最終受付20:30）冬時間2月末まで10:00
〜20:00（最終受付19:30）
水曜日
一般（中学生以上）520円（420円）、65歳以上420円、児
童（4歳〜小学生）260円（210円）
※（ ）は30名以上の団体料金
入口から温泉まで段差なし。貸出用車いす1台あり。障がい
者手帳提示で本人と付き添いの方割引あり。車いす対応トイ
レ1カ所。女子トイレに手すり１カ所あり。

宿泊施設バリアフリー情報
館内に車いすトイレのある宿泊施設
●国民宿舎 清嵐荘 TEL：0854-75-0031
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加茂岩倉遺跡ガイダンス
平成20年7月に国宝となった銅鐸が出土した加茂
岩倉遺跡のすぐ傍にあり、豊かな自然景観を楽しみ
ながら遺跡への理解を深めることができる総合案
内施設。銅鐸出土の様子を再現したレプリカまで段
差のない遊歩道で行ける。
雲南市加茂町岩倉837-24
0854-49-7885
9:00〜17:00
毎週火曜日（祝、休日を除く）年末年始
（12月29日〜1月3日）
館内、駐車場に車いす用トイレあり。
エレベーターあり。

里山に息づく神話と歴史を探求！

日本一の大しめ縄と森林セラピーのまち

浜田
雲南

飯南

