３．イベント情報
平成２４年１２月１日号

●イベント情報（春・夏）
４月中旬

斐川チューリップまつり（会場：今在家農村公園）

５月下旬

おちらと木綿街道 2013（会場：木綿街道）

７月上旬

荒神谷ハスまつり（会場：荒神谷博物館前）

８月上旬

出雲神話まつり（花火会場：大津神立河川公園）

●博物館

出雲大社に続く神門通りが石畳に生まれ変わり、続々と新しい店もオープンし、賑わっています。
ほかにも出雲は見どころがたくさん。多くの方々とご縁が結ばれ、出雲にお迎えできますように。

１．出雲大社「平成の大遷宮」奉祝事業

特別展開催情報

☆県立古代出雲歴史博物館

【TEL】0853-53-8600

出雲大社神事関係

【web】http://izm.ed.jp

本殿遷座祭…平成 25 年５月 10 日（金）

出雲大社展」４月 12 日(金)～6 月 16 日(日)

本殿遷座奉幣祭…

５月 11 日（土）

平成の大遷宮にあわせて開催。出雲大社のご神宝、貴重な文化財を一堂に展覧します。

本殿遷座奉祝祭…

５月 12 日（日）・14 日（火）

特別展「平成の大遷宮

企画展「神々の国しまね

石見神楽

舞を伝える

15 日（水）・16 日（木）

舞と生きる」7 月 12 日(水)から 9 月 8 日(日)

18 日（土）・19 日（日）

☆出雲弥生の森博物館
【TEL】0853-25-1841

21 日（火）・23 日（木）

【web】http://www.city.izumo.shimane.jp/yayoinomori

25 日（土）・26 日（日）

企画展「猪目洞窟遺跡と出雲平野のお墓の歴史（仮）」3 月 9 日(土)～5 月 6 日(月)
特別展「もう一つの出雲神話

【TEL】0853-72-9044

うんなんひなかいどう

企画展「雲南鄙街道

５月 14 日（火）～16 日（木）

―中世神話でたどる杵築大社と鰐淵寺とその周辺―（仮）」
７月 20 日(土)～9 月 9 日(月)

☆荒神谷博物館

出雲大社例祭…

【web】http://www.kojindani.jp/

植田英夫写真展(仮)」

特別展「考古学から古事記を考える（仮）」

開催期間：ゴールデンウィーク
開催期間：7 月上旬～8 月下旬

出雲大社「平成の大遷宮」を奉祝し、５月 12 日(日)から６月９日(日)までの 29 日間、出雲大
社の東神苑に 1,500 人収容可能な雨天対応型特設ステージを設営し、日本古来の伝統芸能等を中
心に上演します。
出雲神楽や石見神楽をはじめとする神々の国『しまね』が誇る伝統芸能や、東日本大震災で被災
された地域の皆さまによる郷土芸能を予定しております。参拝客の皆様には伝統芸能を通じて、
「出

観光情報はこちらのホームページでもご紹介しています
出雲観光協会公式ホームページ「出雲観光ガイド」http://www.izumo-kankou.gr.jp/

雲の心」
、「日本の心」に触れていただきたいと思います。

主な奉祝行事

【出雲神楽】
○大土地神楽（国重要無形民俗文化財）※日程調整中
○佐陀神能（ユネスコ無形文化遺産）5 月 12 日(日)

ご意見・情報をお寄せください
出雲市では、皆様から、さまざまな貴重なご意見や情報をいただき、観光誘客のため施策・
取り組みに反映させたいと思います。また、「このような情報が欲しい」などのご要望もぜひ
お気軽にお寄せください。
方法は、電話、ファックス、郵便、メールなど、いずれでも結構です。
そのほか、たよりの送付先の変更やメールでの配信希望、『出雲観光大使名刺』の追加作成
などをご希望の場合もぜひ、お知らせください。

[発行]出雲市観光交流推進課（担当：幸野佳代）
〒693-8530 島根県出雲市今市町 70
℡：0853-21-6588 Fax：0853-21-6585 E-mail:kankou@city.izumo.shimane.jp

【県内郷土芸能】
○弥栄神社

鷺舞神事（国重要無形民俗文化財）5 月 12 日(日)

○隠岐国分寺蓮華会舞（国重要無形民俗文化財）5 月 19 日(日)

【東北郷土芸能】
○請戸の田植踊

5 月 19 日(日)

（福島県浪江町：請戸芸能保存会）

【その他伝統芸能】
○能・狂言

奉祝新作能『遷宮』5 月 26 日(日)

（出演－櫻間右陣氏、野村萬斎氏ほか【有料】）

２．おすすめ観光スポットのご紹介

②「縁結び」お願いどころめぐり
・

①ノスタルジックな近代遺産めぐり

・

・

・

・

・

出雲といえば「縁結び」。出雲ならではのお願いどころを紹介します。

悠久の歴史を紡いできた出雲には、神社仏閣だけでなく、明治・大正・昭和に建てられた出雲な
め お と いし

らではの近代遺産があり、見る人にノスタルジックな思いを抱かせてくれます。

●出雲日御碕灯台（明治時代）

空と海の青

灯台の白

美しいコントラスト！

明治 36 年に日本人によって設計建築されたとても美

●長浜神社と夫婦石
（スポーツ勝利、
夫婦円満、子授け）

ポーツ上達・勝利」の神「ヤ
ツカミズオミヅヌノミコト」が

麗な灯台です。高さは 43.65m で日本一の高さを誇りま

まつられています。境内の

す。外壁は石材を切り出して使用した美しい石造り。内

奥にある「夫婦石」は、さわ

壁はレンガ造りで、外壁と空間をあけた特殊な二重構造

ることで「夫婦円満、子授

となっています。

け、安産」のご利益があると

「世界の歴史的灯台百選」の一つに選ばれています。

いわれています。

●出雲市大社町日御碕 1478
●入場料 大人（中学生以上）200 円、小人無料
灯台資料展示室／無料
●営業時間 9:00～16:30（定休日 12/30，12/31）
●駐車場 有（大型５台可）
●バス JR 出雲駅から 45 分、出雲大社から 20 分

●旧大社駅（大正時代）
和風駅舎の最高傑作！ 「うさぎ」と「亀」を探してみよう

●出雲市西園町 4258
●駐車場 入口付近（大型バス３
台）、中腹、山上（普通車 70 台）
えんむすび

●宇美神社と 縁 結 神社
（縁結び）

大正 13 年に改築された門前町にふさわしい純日本

妻入りの伝統的まち並みが
続く木綿街道の近くにある
宇美神社。この境内にある

風の駅舎で、広い待合室、貴賓室、シャンデリアをそな

「縁結神社」は最近注目を集

えています。歴史的、文化的価値の高さから国の重要

めています。社名のとおり良

文化財に指定されています。駅舎の中に入ると、まる

縁を求めるたくさんの方が

で大正時代へタイムスリップした気分になってきます。

お参りされています。

実は地元でもあまり知られていないのですが、この
駅には「うさぎ」と「亀」をかたどったものがあり、これを

●出雲市平田町宮西町 686-1
●駐車場 ２台程度
●一畑電車「雲州平田駅」から徒
歩 10 分

探す楽しみ方もあります。
●出雲市大社町北荒木 441-3
●開館時間 9:00～17:00（入場無料）
●駐車場 有（100 台）
●バス停大社駅通りから徒歩 1 分、出雲市駅から車で 15 分

●一畑電車出雲大社前駅（昭和初期）

国引き神話に登場する「ス

今年７月にリニューアル！
ステンドグラスが美しい駅舎

●湯の川温泉と八上姫神社

神代の頃、大国主大神を慕

（美人湯・縁結び）

って、はるばる因幡の国か
ら訪れた八上姫が、美しさに

出雲市大社町と松江市、JR 出雲市駅を結ぶ私鉄

磨きをかけたと伝えられる

一畑電車の出発点が神門通りの中ほどにある「出

日本三美人の湯です。敷地

雲大社前駅」です。駅舎は昭和 5 年に建てられた鉄

には、八上姫をおまつりした

筋コンクリート平屋建てで、「国の登録文化財」に登

「八上姫神社」があり、縁結

録されています。ふくらみのある半円形の緑の屋根

びや美人の祈願をされる方

で親しまれており、白く塗られた内壁と高い天井、ス

がお参りされています。

テンドグラスの窓が美しい駅舎です。
中井貴一さん主演の映画「RAILWAYS」に登場し
た昔なつかしい電車「デハニ 50 形」車両が展示され
ており、車内を見学することもできます。

●出雲市斐川町学頭 1329-1
（「湯元湯の川」前）
●駐車場 無
●JR 荘原駅から徒歩 15 分

