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しまねっこも大好きなどんち

画聖「雪舟」や歌聖「柿本人

っちアジなど、新鮮な魚介を

麻呂」など、歴史的な文化人

堪能することができるにゃ。

が過ごした地にゃ。偉人の遺

シロイルカの幸せのバブルリ

跡が今も残り、受け継がれた

ングも必見にゃ！

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 千畳苑
TEL：0855-28-1255

歴史と風情を感じるにゃ。

島根県立しまね海洋館
アクアス
中四国地方最大級の規模を誇る水族館で、西日本ではここで
しか見ることができないシロイルカやペンギンが大人気。
浜田市久代町1117-2
0855-28-3900
9:00〜17:00（7月20日〜8月31日は18:00）
（入館は閉館の1時間前まで）
毎週火曜日（祝日の場合、その翌日）、春休み、ゴールデンウィー
ク、夏休み、冬休み、年末年始は休まず開館。
大人1,550円 小・中・高校生500円 身体障がい者手帳・精神
障がい者保健福祉手帳・療育手帳保持者半額。重度障がい者
の介添人無料。
アクアス本館に10台、公園管理センターに7台の貸出用車いす
あり、身障者用駐車場10台あり。敷地内、館内ともに車いす対応
トイレあり。館内に1カ所オストメイト対応トイレあり。スマート
フォン活用による音声ガイドあり。

はまだお魚市場

浜田市世界
こども美術館
日本 で も珍しい子どもをテーマにした
「みること」と「つくること」の両方が楽
しめるこども美術館。展示物は低めで
車いすユーザーも目線の高さで展示物
を見ることができる。
浜田市野原町859-1
0855-23-8451
9:30〜17:00（入館は16:30まで）
毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始、
展示替期間（展覧会によって無休の場合あり）
観覧料 展覧会により異なる
障がい者（身体、療育、精神）・戦傷病者・被爆者健康・療養手帳提示
で本人が企画展の観覧料半額、その介助者が無料。
身障者用駐車場1台あり。入口スロープあり。館内エレベーターあり。車
いす対応トイレ1階にあり。貸出用車いす4台、ベビーカーあり。
※写真は展示の一例です。展覧会はジャンルを替え、年間5〜6回実施。

美術館と劇場が一体となった島根県芸術文化センター「グラントワ」は、石見
地方特産の石州瓦28万枚を使用した建物がとても印象的。館内は広々として
おり、多目的トイレも左右対称の手すりがそれぞれ1カ所ずつ。建物を象徴す
る中庭へも簡易スロープがついているので、開放的な気分を存分に味わえる。

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
●荒磯温泉 荒磯館
TEL：0856-27-0811

益田市有明町5-15
0856-31-1860
石見美術館 9:30〜18:00（展示場への入場は閉館30分前まで）
いわみ芸術劇場 9:00〜22:00 ※大ホール・小ホールは耐震改修工事のため、
2023年4月末（予定）まで利用不可。
【石見美術館】毎週火曜日（祝日の場合開館、翌平日休館）、年末年始
【いわみ芸術劇場】第2・第4火曜日（祝日の場合開館、翌平日休館）、年末年始
企画展：一般1,000円 大学生600円 小中高生 300円 ※企画展によって異な
る場合があります。
障がい者手帳提示で本人と介助者1名が石見美術館の観覧無料。
身障者用駐車場4台、多目的トイレ2カ所（内1カ所オストメイト対応）、
貸出用車いすあり。

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
●益田グリーンホテルモーリス
TEL：0856-31-8111
●マスコスホテル益田温泉
TEL：0856-25-7331
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医光寺

2021年にリニューアルし、浜田漁港で獲れた新鮮
な魚介類を取り揃えている。フードコートでは浜田
の旬をその場で味わうことができる。
浜田市原井町3050-46
0855-23-7111
仲買棟 8:00〜15:00 商業棟 1F 9:00〜17:00
フードコート 10:00〜15:00
仲買棟：毎週土曜日 ※一部営業店舗あり
商業棟、フードコート：毎週火曜日
身障者用駐車場１台、オストメイト対応多目的トイレ
２ヶ所、入口段差なし（自動ドアおよび手動開き戸幅
１８０ｃｍ）、エレベーターあり。

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

境内の庭園は雪舟が築園したもので、国の史跡・
名勝に指定されている。寺の中はバリアフリーの
配慮がされており、畳には敷物をひいてもらえ、段
差にはスロープが備え付けられている。難なく美し
い庭園までたどりつくことができ、心が癒される。

島根県立
石見海浜公園
白い砂浜と青く澄んだ海のコントラストが美し
く、環境省の「快水浴場百選」にも選ばれた。
姉ヶ浜海水浴場と波子（はし）海水浴場の２カ
所があり、キャンプ場が隣接する姉ヶ浜海水浴
場はユニバーサルビーチ。大パノラマな見晴ら
しでリゾート気分を楽しもう。

島根県立石見海浜
公園予約センター
島根県浜田市国分町1644-1
0855-28-2231
身 障 者用 駐車 場あり（予
約センター）。車いす対応
多目的トイレ複数あり（一
部オストメイト対応あり）。
貸出用車いす1台。オート
キャンプ場に車いす 対応
シャワーあり（シャワー
チェア 2 台 完 備 ）。筆 談
ボードあり。

益田市染羽町4-29
0856-22-1668
8:30〜17:30 、12月〜2月 8:30〜17:00
一般500円、高校生300円、小・中学生無料
障がい者手帳提示で本人が100円引き。
車いすのまま見学可能。身障者用駐車場なし（車い
す使用者などは入口近くに駐車可能。一般駐車場あ
り）、車いす対応トイレ（屋外 ※入口幅78cm ）。

迫力満点の
神楽は必見！

石見神楽定期公演
賑やかで哀愁漂うお囃子の中で、豪華
絢爛な衣裳を身にまとい演舞される石
見神楽は、古来より石見地方に伝わる
伝統芸能で、2019年に日本遺産にも登
録された。大田市・江津市・浜田市・益
田市・津和野町の各市町では、石見神
楽定期公演鑑賞ができる。詳細は、石
見観光振興協議会まで。

石見海浜公園予約
センターで、サンドバ
ギーを無料で貸出し
ている（1台）。

石見観光振興協議会
浜田市片庭町254
島根県西部県民センター観光振興課内
0855-29-5647

中世の歴史文化の香りがする

シロイルカがお出迎えする港町

浜田

山陰の小京都と呼ばれる美しい町並み

津和野
Tsuwano
津和野は古くからの佇まいを
残す、風情漂う城下町にゃ。
堀割を泳ぐ色とりどりの鯉を

に ち は ら

眺めるのは旅情を誘うにゃ。

日原天文台
ハレー彗星が地球に接近した１９８５年に建てら
れた、全国で初の公開天文台。すばる望遠鏡と同
じ方式で作られた、口径７５ｃｍの反射式望遠鏡
が大きな見どころだ。昼間は望遠鏡見学や太陽観
察、夜は天体観測を受け付けている。

殿町通り
江戸時代の城下町の面影を残す、趣のある町並みを通る道。美しい白
壁の蔵、武家屋敷と堀割に泳ぐ錦鯉が目を惹きつける。通りは歩道
車道の境目がなくフラット。車がすぐ横をぬけるので要注意。通り沿
いにある鷺舞広場にはオストメイト対応の車いすトイレがある。

鹿足郡津和野町枕瀬806-1
0856-74-1646
13:30〜17:00、19:00〜22:00
火曜日、水曜日（いずれも祝日の場合は翌日）、元日
大人：50 0円、高校生以下：40 0円（17:0 0までは
200円または、科学館券所有で見学可）、身体障が
い者手帳または療育手帳持参で本人とその介護者1
名は無料。
一般駐車場あり、駐車場から天文台まで路面は砂利
とレンガ敷きの傾斜と芝生、天文台の階段16段（幅
約90ｃｍ）と天体観測にはプラス階段10段あり（エ
レベーターなし）、天文台へ上がることが困難な方
は、望遠鏡にて簡易観測対応可能（※要相談、繁忙
期・外部にて機器使用時は除く）。

カトリック教会入口にス
ロープがあり、車いすのま
津和野カトリック教会

ま中へ入ることができる。

鷺舞広場

星と森の科学館

あ ん の み つ ま さ

安野光雅美術館
津和野町出身の画家安野光雅の作品を
展示する創造性に満ちた美術館。初期の
作品から晩年の作品まで、ゆっくり鑑賞
できるように、2つの展示室がある。
鹿足郡津和野町後田イ60-1
0856-72-4155
9:00〜17:00（最終入館は16:45まで）
12月29日〜12月31日
木曜日（祝祭日を除く）
一般800円（650円）中高生400円（250
円）小学生250円（120円）※（ ）は20
名以上の団体料金。障がい者手帳提示で本
人、その介助者１名が無料。
身障者駐車場2台あり、車いす対応トイレ2
カ所あり、貸出用車いす2台あり。

日原天文台と同じ敷地にある学習施設。
宇宙や地球環境、津和野の自然にまつわ
る様々な展示がある。地球の自転を目で
確かめることが できる「フーコーの 振り
子」がシンボルだ。

2 階にあるアトリエ

鹿足郡津和野町枕瀬806-1
0856-74-1646
13:30〜21:00
火曜日、水曜日（いずれも祝日の場合は翌日）、
元日
大人：500円 高校生以下：200円
身体障がい者手帳または療育手帳持参で
本人とその介護者1名は無料。
一般駐車場あり、入口スロープあり、入口手動
開き戸（片側幅約80ｃｍ）、館内スロープあり。

へは昇降機を使用。
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太 谷稲成神社

リフト

鷲原八幡宮
流鏑馬の馬場

亀井温故館
道の駅津和野
温泉なごみの里

多胡家老門
役場
弥栄神社

馬場先櫓
森鷗外旧宅（国指定史跡） 郷土館
森鷗外記念館
杜塾美術館

● ●
●
鷺舞広場

西周旧居

嘉楽園
物見櫓

太皷谷稲成神社

桑原史成写真美術館・
津和野町観光協会

●

鳥居が続く
表参道は
長い階段

津和野
カトリック教会
藩校養老館

鹿足郡津和野町後田409
0856-72-0219
身障者用駐車場、車いす対応トイレ（1階）あり。神
社近くの駐車場から本殿に上がる階段あり。介助が
ないと上がるのは難しい。

津和野城跡
●
(国指定史跡)

●

朱塗りの鳥居がぎっしりと並んだ参道が壮観。約
1, 0 0 0 本 の 鳥 居 がトンネル を 作り、そ の 中 を
300mほど登ると太皷谷稲成神社がある。日本五
大稲荷の一つに数えられている。一般に「いなり」
は稲荷と書くが、ここは珍しく稲成と書く。稲成と
されたのは願望成就のためであるという。

本殿へは同行者に持ち上げて

こ

もらうなどのサポートが必要︒

い

乙女峠マリア聖堂

永明寺
●

津和野観光バリアフリーマップ
た

津和野駅

安野光雅美術館

●
●

殿町通り
本町通り

●津和野町日本遺産センター
殿町通り・本町通り
平坦な道で車いすで
歩きやすい
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