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ライダーハウス山里の宿
村上旅館

国民宿舎清嵐荘

きすき健康の森

大東町上佐世 601-3
大東町大東 1850

0854-43-3026
0854-43-2009

0015

080-3714-9877

2427-1

＜ENEOS＞

＜ENEOS＞

難波石油㈱オートオアシス里方SS＜ENEOS＞

難波石油㈱Dr.Drive三刀屋店＜ENEOS＞

2141-2

（有）落部商店 掛合給油所＜ENEOS＞

掛合運送（有）ニュー掛合給油所＜出光昭和シェル＞

＜ENEOS＞

第2・4日曜日

558

福馬石油店＜出光昭和シェル＞

1/1～1/3、8/13～15※日曜・祝日は営業

日曜日・祝日、12/31～1/3

※各ガソリンスタンドの情報は2020年6月末時点のものです。

三刀屋自動車工業
雲南市三刀屋町三刀屋235-1 0854-45-2511

共和板金塗装工場（有）
雲南市三刀屋町三刀屋1261-3 0854-45-2709

（有）オートボデー・ケイ

※24時間レッカーサービスOK

※各自動車修理工場の情報は2020年6月末時点のものです。
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印瀬の壺神
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コトリエット

奥出雲多根自然博物館

国民宿舎
　清嵐荘

2021年4月に
リニューアル
オープン予定

冬季

冬季

Ｄ

ります。

■ショップ（8:30 ～19:30、冬季は 9:00 ～18:00）

（9:00～17:00）
（9:00～17:00）

コトリエット
2019 年７月にオープンした、雲南地域の食材を味わうことのできるお店などが集まる施設です。
敷地内には、７つの飲食店と産直市のほか、芝生や子どもたちが遊べる遊具などが併設されてい
ます。

【住　　所】　〒690-2404　雲南市三刀屋町三刀屋
【アクセス】　松江自動車道　三刀屋木次 IC から国道 54 号方面へ向かい、車で約 3 分
【コトリエット内の店舗】
　◎dining&café 39 （サク）
　◎veg café & health food store　菜の花　
　◎しゃぶしゃぶと海鮮　炉端かば雲南店
　◎ペッパーランチ三刀屋店
　◎タピオカ専門店 ORO 三刀屋店
　◎福の唐揚げ・喫茶福乃珈琲
　◎レストラン「旬香」
　◎うんなん産直特産館



平成８年10月14日、農道工事現場より、弥生時代中
期～後期と思われる大量の銅鐸が出土し、一か所の出
土としては全国最多の39個が確認された遺跡です。

【住所】加茂町岩倉 837
【TEL】0854-49-7885（加茂岩倉ガイダンス）
【営業時間】９：00～ 17：00
【休】火曜日（祝日を除く）年末年始
【料金】無料
【駐車場】あり

加茂岩倉遺跡

h3A

加茂町の多田納家に立っている樹高14ｍ、幹の直径
3.1ｍのシダレ桜で、市の天然記念物に指定されていま
す。旧家の年代とともにあると伝わり、樹齢は約340年、
例年の見頃は４月上旬ごろ。開花時期は夜ライトアッ
プされます。

【住所】加茂町三代
【TEL】0854-42-9770（雲南市観光協会）
【駐車場】あり

段部のしだれ桜

h4A

「古事記」で紹介されている日本で初の宮と言われてい
ます。スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治した
後、妻のイナダヒメと共に住居にしたと伝えられ「和歌」
発祥の地とされています。

【住所】大東町須賀 260
【TEL】0854-43-2906
【駐車場】あり
※正式参拝は事前予約要

須我神社

n3B

神楽などを上演する劇場と、神楽に関する資料等を展
示するスペースをもつ文化施設。ずらりと並ぶ神楽面
は圧巻です。毎月第２土曜日には神楽の夕べが開催さ
れます。（大人 500円　小中学生 200円）

【住所】大東町中湯石 84　　【TEL】0854-43-6568　
【営業時間】９：00～ 17：00（受付 16：30まで）
【休】火曜日
【入館料】一般 220円・小中学生 100円
【駐車場】あり

古代鉄歌謡館

m4B

須我神社すぐそばにあり、座敷で行う神楽を保存、再現
するために造られた茅葺屋根の建物です。毎年７月には
夜神楽大会が開催されます。また、貸切で神楽の上演を
鑑賞することができます。（40名まで、料金は要相談）

【住所】大東町須賀 264
【TEL】0854-43-5502
【営業時間】９：00～ 17：00　　【休】月曜日
【入場料】大人 100円・小中学生 50円
【駐車場】あり

神楽の宿

n3B

開寺1300年になる真言宗の古刹で、「出雲観音霊場９番
札所」です。また、座禅体験、精進料理も召し上がるこ
とができます。

【住所】三刀屋町給下 1381
【TEL】0854-45-2245
【電話受付時間】８：30～ 17：00
【駐車場】あり
※中型以上は参道進入不可。体験、精進料理は事前予約
が必要です。

峯　寺

h5C

2019年11月にオープンしました。宿泊はもちろん、日帰
り温泉も楽しむことができます。内湯のほか露天風呂もあ
るので、自然を感じながら入浴することができます。また家
族風呂が２つあるので、ご家族やお友達でご利用ください。
【住所】吉田町川手 161-4　　【TEL】0854-75-0031
【日帰り入浴】11：30～ 20：00（最終受付 19：30まで）
　　　　　　　※年中無休
【入浴料】大人 550円・小学生 270円・4歳以上 160円
※家族風呂の利用には別途550円（１時間あたり）が必要
【駐車場】あり

国民宿舎　清嵐荘

i10

奥出雲の山々に囲まれた漆仁の里に湧く温泉。湯量が豊
富で適温のため、かけ流しで利用されています。また家
族風呂もあるので、ご家族やお友達でご利用ください。

【住所】木次町湯村 1336　　【TEL】0854-48-0513
【営業時間】10：00～ 21：30（最終受付 21：00）
　　　　　　（年中無休）
【入浴料】中学生以上 450円・３歳～小学生 150円
　　　　　３歳未満 100円
【駐車場】あり

漆仁の湯
しつに

i10

四季折々の花々と水流、巨石を組み合わせ、２haの敷地
を散策できる廻遊式日本庭園。三景園、椿山荘庭園など
を手掛けた伊藤邦衛氏の設計。特に１万株のシャクナゲ、
400種の花しょうぶ開花、紅葉は見ごたえがあります。

【住所】木次町平田 472　　【TEL】0854-48-0033
【休】水曜日（5月・６月・11月は無休）
【営業時間】10：00～ 16：00
【料金】大人 600円・中高生 350円・小人 250円
【駐車場】あり

石照庭園

k10

眼下に広がる自社農園で育てたぶどうを使用して丁寧に
生産されたワインを購入することができます。レストラ
ンではランチを、庭カフェではピザやデザートなどを楽
しむことができます。

【住所】木次町寺領 2273-1
【TEL】0854-42-3480、0854-42-2911（レストラン）
【営業時間】（ショップ）10：00～ 17：00
　　　　　（ランチ）11：30～ 14：00（ラストオーダー）
【休】火曜日　　【駐車場】あり

奥出雲葡萄園

j6

三刀屋川の両岸にある桜並木は２km 近くあり、約1,000
本もの桜が植えられています。ソメイヨシノに２週間ほ
ど遅れて、緑の桜「御衣黄」が開花します。

【住所】三刀屋町三刀屋
【TEL】0854-42-9770（雲南市観光協会）
【駐車場】あり

三刀屋川河川敷公園

h6C

ヤマタノオロチ伝説の舞台となった斐伊川に架かる全長
160ｍの橋。映画「うん。何？」では『目を閉じたまま渡
りきると願いが叶う』橋として紹介されています。桜シー
ズンには多くの見物客が訪れ賑わいを見せます。

【住所】木次町木次　※JR木次駅から徒歩５分
【TEL】0854-42-9770（雲南市観光協会）

願い橋（潜水橋）

i6C

かつて吉田町は砂鉄と木炭でつくる“たたら製鉄”で栄
えてきた町です。事前予約が必要ですが、釘を使ったペー
パーナイフづくりを体験することができます。

【住所】吉田町吉田 892-1
【TEL】0854-74-0311
【営業時間】９：00～ 16：00
【休】月曜日（祝日の場合翌日）
【入場料】無料
【駐車場】あり

たたら鍛冶工房

h12D

標高450ｍの閑静な高台にあるアウトドア施設です。正
面に中国山地が一望でき、雨上がりには雲海が見られま
す。夏場は昆虫採集、星座観察、秋は紅葉やお月見会など、
四季の移り変わりを肌で感じることができます。

【住所】吉田町吉田 4152-1
【TEL】0854-74-0210
【営業時間】７：00～ 17：00
【休】月曜日（祝日の場合は翌日、ＧＷ・夏休みは無休）
【駐車場】あり

吉田グリーンシャワーの森

g12D

たたら製鉄で栄え、松江藩の財政を支えた鉄師筆頭田部
家の18もの白壁土蔵群が整然と立ち並ぶ、当時の田部家
企業城下町の繁栄ぶりを伺い知ることができます。ガイ
ドと一緒に巡ることもできます。（要予約）

【住所】吉田町吉田
【TEL】0854-42-9770（雲南市観光協会）
【ガイド料金】有料
【ガイド申込先】0854-42-9770（雲南市観光協会）
【駐車場】稲わら工房Ｐをご利用下さい

田部家土蔵群

g12D

切り立った岩壁のくぼみに拝殿や本堂が建立されていま
す。松江藩ゆかりの牛馬の守護神であり、家内繁盛や病
気平癒の神様としても有名です。1734年に松江藩によっ
て再建され、「一社一例国主守護之社」として崇拝されて
います。

【住所】掛合町入間 50
【TEL】0854-62-1260（宮司宅）
【駐車場】あり
※大型車通行不可

八重山神社

e13E

慶応２年（1866）開業の竹下酒造が明治30年に建造
した酒蔵を改築し、醸造施設や酒造り道具等を見学す
る施設にしました。掛合町の特産品とともに、竹下本
店の銘酒「出雲誉（いずもほまれ）」の試飲や販売もあ
ります。

【住所】掛合町掛合 955-6　　【TEL】0854-62-1122
【営業時間】10：00～ 16：00
【休】月曜日（祝祭日は除く）、年末年始（12/29 ～ 1/3）
【入館料】無料　　【駐車場】あり

かけや酒蔵資料館

e10E

平成28年４月日本遺産に認定された中心的建造物で、日
本の鉄づくりをリードしてきた、鉄師御三家の筆頭田部
氏の唯一現存する高殿です。そばには樹齢およそ200年
といわれる桂の木があります。たたら場の護り木とされ
ています。

【住所】吉田町吉田 4210-2　　【TEL】0854-74-0350
【営業時間】９：00～ 17：00（入場 16：00迄）
【休】月曜日（祝日の場合翌日）
【入館料】大人310円・小中学生210円　　【駐車場】あり

菅谷高殿

g11D

たたら製鉄の歴史とその技術をテーマに、生産された道
具及び古文書等が多く展示されています。また昭和の貴
重な鉄づくりを記録した貴重なビデオを観ることができ
ます。

【住所】吉田町吉田 2533　　【TEL】0854-74-0043
【営業時間】９：00～ 17：00（入場 16：00迄）
【休】月曜日（祝日の場合翌日）
【入館料】大人 520円・小中学生 260円
【駐車場】稲わら工房Ｐをご利用下さい

鉄の歴史博物館

g12D

2021年４月中旬にリニューアルオープン。「平和を」や「如
己愛人」の精神により世界平和を訴え続け、長崎の復興
にも尽力された医学博士・永井隆博士の遺徳を顕彰すべ
く、博士にまつわる貴重な資料を展示する施設です。
【住所】三刀屋町三刀屋 199-3
【TEL】0854-40-1073（雲南市教育委員会）
【営業時間】9：00～ 17：00
【休】月曜日、祝日の翌日、12月 29日から 1月 4日
【入館料】19歳以上300円、20名以上の団体の場合は一人あたり240円
【駐車場】あり

永井隆記念館

h6C

日帰り温泉施設で、食事もすることができます。遠赤外
線ハーブ加湿サウナ、木風呂と石風呂、大気浴が楽しめ
る屋上露天風呂もあります。また温水プールも完備され
ており、一年中水中運動もすることができます。
【住所】木次町木次 952-4　　【TEL】0854-42-9181
【営業時間】10：00～ 21：00（最終受付 20：30）
【休】水曜日
【入浴料】一般 520円・65歳以上 420円
　　　　　４歳～小学生 260円
【駐車場】あり

おろち湯ったり館

i7C

日本さくら名所100選に認定された中国地方随一の桜の
名所です。毎年３月下旬から４月上旬には全長２km、
800 本の桜のトンネルを楽しむことができます。

【住所】木次町木次
【TEL】0854-42-9770（雲南市観光協会）

斐伊川堤防桜並木

i6C

奥出雲の山々を望む高台にある森林公園。テニスコート、
オートキャンプ場、バンガローがあります。テニス合宿
などの利用に人気の施設です。レストランやバーベキュー
棟では奥出雲和牛を堪能することができます。ご利用に
際しては事前予約要。

【住所】木次町西日登 2542-2
【TEL】0854-42-2623
【休】水曜日
【駐車場】あり

きすき健康の森

i7C

須我神社から約２km 山の方へ行くと八雲山の登山口があ
り、登山道には俳句が刻まれた 60 基の歌碑や句碑が建立
されています。中腹には３つの岩が寄り添っている夫婦
岩があります。また八重山山頂からは、宍道湖、中海、大山、
隠岐の島までも見渡すことができます。

【住所】大東町須賀
【TEL】0854-43-2906（須我神社）
【駐車場】あり

奥　宮

n3B

平成11年「日本の棚田百選」に認定されました。棚田数
約 200枚を有し、目を見張る景観が数キロに渡って続き、
秋には波打つ穂波が圧巻です。秋の早朝には雲海が観賞
できます。

【住所】大東町山王寺
【TEL】0854-43-5849（山王寺棚田実行委員会）
【駐車場】あり
中型バス以上は通行不可

山王寺棚田展望台

m3B

出雲國風土記に登場する名湯・海潮温泉にある日帰り入
浴施設。豊富な源泉かけ流しで、サウナ、水風呂も完備。
神経痛、筋肉痛、関節炎などに効能があります。

【住所】大東町中湯石 204-1　　【TEL】0854-43-2414
【営業時間】10：00～ 20：30（最終受付 20：00）
【休】火曜日、年末年始
【入浴料】高校生以上 300円・小中学生 150円
　　　　　小学生未満無料
【駐車場】あり

海潮温泉　桂荘

m5B

巨大迷路（有料）、グラウンドゴルフ場、ちび丸ケイリ
ンなど子供から大人まで楽しむことができる総合テー
マパーク。園内では四季折々の花や植物を楽しむこと
ができます。

【住所】大東町上佐世 294
【TEL】0854-43-8181
【営業時間】９：00～ 17：00（３月～ 11月無休）
　　　　　（12月～２月休園）
【駐車場】あり　※普通車 100台、バスも可

心の駅　陽だまりの丘

j5

日帰り入浴施設。里山の風景を一望できるガラス張りの浴
場が自慢。泉質はカルシウム、ナトリウム硫酸温泉で、神
経痛や慢性皮膚病に効果があります。館内にはレストラン
もあり、食事（軽食）をすることもできます。
【住所】掛合町波多 1171-1　　【TEL】0854-64-0800
【営業時間】10：00～ 20：00（最終受付 19：30）
【休】水曜日（祝日の場合翌日）
【入浴料】大人 310円・小中学生 150円
毎月26日はお風呂の日　大人 200円・小中学生 100円
【駐車場】あり　

波多温泉　満壽の湯

b13

豊かな自然に囲まれた清流の里です。夏には川遊び、秋
には紅葉を楽しむことができます。敷地内にはバーベ
キューハウス、キャンプ場やコテージがあります。

【住所】大東町上久野 383-2
【TEL】080-3714-9877
【営業時間】９：00～ 17：00（資料館）
【休】水曜日　※冬期休業 1/1 ～ 3月中旬
　　　夏休み期間は無休
【駐車場】あり

かみくの桃源郷

o7

県の名勝天然記念物に指定されており、滝は雄滝（30ｍ）
と雌滝（20ｍ）からなり、とうとうと流れ落ちる水音と
辺りに飛び散る水しぶきが涼しさを演出しています。滝
までは遊歩道が整備されており、屏風岩（高さ 100ｍ、
幅 150ｍ）と呼ばれる大岩など、自然の造形美を味わう
ことができます。

【住所】三刀屋町多久和
【TEL】0854-42-9770（雲南市観光協会）
【駐車場】あり

雲見の滝

h8

日帰り温泉施設です。秘湯ムードたっぷりのロケーショ
ンとアットホームなおもてなしが人気です。うどんやそ
ばなどの軽食があります。

【住所】三刀屋町根波別所 1591-1
【TEL】0854-45-5454
【営業時間】10：00～ 19：00
【休】木曜日（祝日の場合は営業）
【入浴料】大人 300円・小中学生 150円　【駐車場】あり

みとや深谷温泉 ふかたに荘

e8

パークゴルフ＆グラウンドゴルフコース、野球場、天然
芝サッカー場、テニス場、ゲートボール場などを備えた
レクリエーション施設です。敷地内の食堂で食事をとる
ことができます。事前に予約をされると陶芸体験やそば
打ち体験が可能です。

【住所】三刀屋町坂本 870
【TEL】0854-45-5678
【営業時間】８：30～ 17：30（宿泊施設除く）
【休】火曜日　　【駐車場】あり

明石緑が丘公園

g8

日本の滝百選に認定されている名瀑です。片道約
1.5kmの清流に８つの滝（猿飛滝、滝尻滝、紅葉滝、
河鹿滝、姥滝、姫滝、八塩滝、八汐滝）があり、特に
秋の紅葉時は見事で、ハイキングコースとして最良で
す。

【住所】掛合町入間
【TEL】0854-42-9770（雲南市観光協会）
【駐車場】あり

八重滝

e13E

八重滝とともに日本の滝百選に認定されており、落差
40ｍの雄滝と30ｍの雌滝からなり中国地方随一の名瀑
と言われています。雄滝の裏に入ることができ、滝を
裏から眺めることができます。８月15日には毎年龍頭
が滝祭りが開催され、多くの観光客で賑わいます。

【住所】掛合町松笠
【TEL】0854-42-9770（雲南市観光協会）
【駐車場】あり

龍頭が滝

d11E

日帰り入浴施設です。地元では通称「まめなかセンター」
と呼ばれ親しまれています。泉質は炭酸水素温泉で濁
り湯の好きな方には喜ばれています。

【住所】掛合町掛合 821-1
【TEL】0854-62-0231
【営業時間】12：00～ 20：00
【休】月曜日（祝日の場合翌日）年末年始
【入浴料】大人 310円・小中学生 150円
【駐車場】あり

塩ヶ平温泉

f11E


