
【主な観光素材】 

（１） 山口・石見エリアの観光素材・イベント等 

【ＳＬ「やまぐち」号ギャラリー（山口・津和野）】 

   復活 35周年を迎えるＳＬ「やまぐち」号の軌跡を、写真、パネル、 

映像等でたどっていきます。また、山口・京都でのＣ571号機（貴婦人）の 

修繕舞台裏を貴重な写真で紹介します。併せて、昨年の JR山口線・ 

豪雨災害からの復興までの記録を写真パネルで紹介します。 

-山口会場- 

●期 間： ８月１日～８月３１日 ９：００～１７：００ 

●場 所： 山口市菜香亭にて JR山口駅からタクシーで 5分 

●休 館 日： 火曜日

●入 場 料： １００円（ＳＬ記念乗車証の提示で無料）

●問合せ先： 山口線ＳＬ運行対策協議会事務局 ０８３－９３３－３１６０

-津和野会場-

●期 間： ９月６日～９月２８日 １０：００～１６：００ 

●場 所： 津和野今昔館にて  ＪＲ津和野駅からタクシーで１０分 

●休 館 日： 木曜日 ※臨時休館有り

●入 場 料： 大人３００円・高中小学生１５０円（ＳＬ記念乗車証の提示で５０円割引）

●問合せ先： 山口線ＳＬ運行対策協議会事務局 ０８３－９３３－３１６０

  【特別企画展「中原中也と日本の詩」（湯田温泉）】 

   中也の作品は、没後 80年近くたった今でも多くの人に愛されています。 

中也が影響を受けた詩人や、後世の詩人に与えた影響を紐解くとともに、 

日本の近現代詩史を中也の視点から再構成することで、 

彼の詩の独自性を浮き彫りにします。 

●期 間： ７月３１日～９月２８日 

●場 所： 中原中也記念館にて ＪＲ湯田温泉駅から徒歩１０分 

●開館時間： ９：００～１８：００（入館は１７：３０まで）

●休 館 日：  月曜日（祝祭日の場合は翌日）、毎月最終火曜日

その他展示替えなどのため、臨時に休館することがあります 

●料 金：  一般３２０円（２７０円）・大学生２１０円（１６２円）小・中・高校生１６０円（１０８円）

７０歳以上は無料   （ ）内は２０人以上団体料金 

●問合せ先：  中原中也記念館 ０８３－９３２－６４３０



【萩・明治維新を学ぶ 萩の語り部 歴史講座（10日前までに要予約）】 

萩の「語り部」が、萩の魅力や、そこにある物語をわかりやすく 

お話しします。講座テーマ（例）は、「吉田松陰から高杉晋作へ」 

「吉田松陰の生涯について」「長州ファイブのその後」など、日替わりで実施します。 

●期 間： 平成２６年１０月～１１月の土・日曜日（予定） 

１０時～／１１時～／１４時～／１５時～／所要時間約５０分 

●場 所： 旧萩藩校明倫館有備館（予定） 

ＪＲ東萩駅から徒歩２０分、タクシーで５分 

●料 金： 無料 ※上記日程以外は２，０００円 

●定 員： ２～５０名 要予約１０日前まで 

●問合せ先： 萩市観光課 ０８３８－２５－３１３９

  【山陰の小京都・津和野のまちあるきツアー（津和野）】 

山陰の小京都 重伝建・城下町・古刹を巡るガイドツアー（予約不要） 

●期 間： 毎週土曜日 

●集合場所： 津和野観光協会 ＪＲ津和野駅から徒歩１分

●所要時間： １３：００～ 約２時間

●料 金： 無料 

●問合せ先： 津和野町観光協会 ０８５６－７２－１７７１

【安野光雅美術館】 

国際アンデルセン賞を受賞した津和野町出身の画家・安野光雅の作品を収納する美術館。2 つある展示室

では、絵本だけでなく風景画や本の装丁、ポスター、エッセイなど幅広い分野で活躍する安野光雅の作品

を約 120点展示しています。 

●場 所：安野光雅美術館 

●休 館 日：９月の第２木曜日

●入 場 料：一般８００円（６５０円）、中高生４００円（２５０円）、

小学生２５０円（１２０円） 

「山口・萩・津和野フリーきっぷ」の提示で（  ）の特別料金で入場可能。 

●問合せ先：０８５６－７２－４１５５

【津和野観光巡回バス ぐるりん号】 

津和野駅→本町／殿町→なごみの里→鷲原八幡宮→高岡通り 

１周２時間３０分 観光ガイドが乗車し案内します。 

●運行期間： １０～１１月の土曜日運行

●運行時間： １０：００～、１３：００～、１４：３０～ ３便（予定）

●料 金： １周料金 大人：３００円、小人１５０円（予定） 

●問合せ先： 津和野町観光協会 ０８５６－７２－１７７１

津和野町殿町通り

鷲原八幡宮



  【石見神楽定期公演】 

（益田市、浜田市、江津市、大田市、津和野町、吉賀町、美郷町） 

   島根県西部の石見地方は石見神楽が盛んで、室町時代後期から 

現代まで受け継がれています。 

１３０を超える神楽団があり、各地で週末神楽、夜神楽、神楽大会 

などで上演され、子供から大人まで楽しむことができます。 

《島根県各地の神楽公演》 

【主な演目のご紹介】 

○大蛇（おろち）

スサノオノミコトがイナダヒメを狙うヤマタノオロチに一人で戦いを挑む。何匹も大蛇が登場する、 

迫力満点の演目。 

○塵輪（じんりん）

塵輪と呼ばれる悪い鬼を退治するため、仲哀天皇が立ち上がる。弐神、弐鬼が対決する、鬼舞の代 

 代表的演目。 

○恵比寿（えびす）

恵比寿様が磯辺で釣りを楽しむ様を演じる。釣り糸を垂らし、撒餌（福飴）をして、鯛を釣ろうと 

頑張る姿が面白おかしい、ほのぼのとしたストーリーの演目。 

市　町 会　場 日　時 アクセス 料　金 問い合わせ先

毎週土曜日　20:00～21:00
一般500円

（中学生以下無料）
温泉津温泉旅館組合
TEL 0855-65-2515

9月11日（木）、12日（金）、14日（日）、
15日（月）
20:00～21:00

国民宿舎さんべ荘
（大田市三瓶町）

9月16日（火）～9月19日（金）
20:00～21:00

ＪＲ大田市駅から路線バス
三瓶線三瓶温泉行き「国民宿
舎さんべ荘前」下車　約５０分

四季の宿さひめ野
（大田市三瓶町）

9月20日（土）～9月23日（火）
20:00～21:00

ＪＲ大田市駅から路線バス
三瓶線三瓶温泉行き「四季の
宿さひめ野」下車　約５０分

ゴールデンユートピアおおち
9月25日（木）～9月29日（月）
19:30～21:00

ＪＲ粕淵駅徒歩１５分
一般500円

（中学生以下無料）
美郷町観光協会
TEL 0855-75-0805

美郷町産業祭前夜祭　神楽共
演大会

11月8日（土） 調整中 観覧無料
美郷町
０８５５－７５－１２１４

有福温泉 湯の町神楽殿
（江津市有福温泉町）

毎週土曜日　20:30～21:30
ＪＲ江津駅から路線バス
有福線周布方面行き「有福温
泉」下車　約４０分

500円
（未就学児無料）

江津市観光協会
TEL 0855-52-0534

第３７回　桜江町神楽共演大会
桜江中学校体育館

１１月２日（日） ＪＲ川戸駅から徒歩５分

前売券
大人　1,500円　小人700円
当日券
大人　2,000円　小人1,000円

桜江町商工会青年部
０８５５－９２－１３３１

第２０回江津市石見神楽大会
江津市総合市民センター

１１月２３日（日） ＪＲ江津駅から徒歩５分
有料

料金については要問合せ
江津市観光協会
０８５５－５２－０５３４

三宮神社
（浜田市相生町）

毎週土曜日　19:30～21:00
（9月、12月～2月）

ＪＲ浜田駅から車で１０分
一般500円

（中学生以下無料）
浜田市観光交流課
TEL 0855-25-9531

アクアスはっしー広場
（浜田市久代町）

毎週日曜日・祝日（４～11月）
13:00～15:00

ＪＲ波子駅から徒歩１０分 観覧無料
石央マリン開発株式会社
TEL 0855-28-3388

道の駅 ゆうひパーク浜田
（浜田市原井町）

毎月第２・４日曜日
13:00～15:00

ＪＲ浜田駅から車で１５分 観覧無料
道の駅 ゆうひパーク浜田
TEL 0855-23-8000

２０１４　日本石見神楽大会
石央文化ホール

１１月１６日（日） ＪＲ浜田駅から徒歩３分
有料

料金については要問合せ
浜田市観光交流課
TEL 0855-25-9531

益田駅前ビルＥＡＧＡ
（益田市駅前町）

４～９月 毎週土曜日　20:00～21:20
（ＧＷ：５／４～６、お盆：８／13～15）
12～３月 毎週土曜日　19:30～20:50

ＪＲ益田駅前
500円

（中学生以下無料）
益田市観光協会
TEL 0856-22-7120

第３７回　美都町神楽共演大会
ふれあいホールみと

１１月２日（日） ＪＲ益田駅から車で３０分

前売券
大人　1,800円　小人1,000円
当日券
大人　2,000円　小人1,200円

神楽大会実行委員会
0856‐52‐2537

道の駅 津和野温泉なごみの里
（津和野町鷲原）

毎月第１・３日曜日（４月～12月）
11:00～、14:00～

ＪＲ津和野駅から路線バス木
部線１５分

観覧無料
道の駅 津和野温泉なごみ
の里
TEL 0856-72-4122

津和野町民センタ
（一部、津和野町民体育館で実
施）

９月　毎週金・土曜日
20:00～21:00

ＪＲ津和野駅から徒歩１１分
６５０円

（中学生以下無料）

一般社団法人津和野町観
光協会
TEL 0856-72-1771／1761

大田市

温泉津温泉 龍御前神社
（大田市温泉津町）

一般500円
（中学生以下無料）

大田市観光協会
TEL 0854-89-9090

津和野町

ＪＲ温泉津駅から徒歩１５分

浜田市

江津市

益田市

美郷町

夜神楽（演目：大蛇） 



（２）二次アクセス 

【８月２３日以降、「やまぐち」号の運転日には、駅レンタカー津和野営業所を開設いたします】 

問合せ先『ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社』０８２－２６３－０６８７へお問い合わせください。 

【駅から観タクン】（新山口駅、東萩駅、長門市駅出発プラン 全４コース） 

各コース 小型タクシー１台あたり ２時間 ６，０００円 


