
友達にオススメしたいスポット！

地元
女子大生の

～島根のスポットを県外大学生と一緒に巡る旅～

9月上旬、東京・関西・東海・九州・中四国などのフリーペーパーの編集に携わる大学生に
「出雲路のご縁」の旅を体験してもらいました！

島根の主要観光スポット、清水寺・安来節演芸館・玉造温泉・八重垣神社・そば打ち体験・出雲大社・日御碕・
木綿街道・松江城周辺を3日間かけて体験。

一番印象に残ったスポットは？もう一度行きたい場所は？などなど、大学生のリアルな島根旅の感想をレポートしちゃいます！

島根のご縁旅、 私たちが行ってきました〜！



出雲大社…81.3%

○近隣に飲食店が充実していた。
○歴史を感じた。
○一番有名でずっと行きたかった。
○出雲大社は他の神社と格が違うから。

そば打ち体験

良かったところはどこですか？

（内大満足…56.3%）

足立美術館

次に島根で行ってみたい場所は…

100%!!

ツアーの
満足度は？

玉造温泉…93.8%

玉作湯神社

▲しまキラ☆sisters

もう一回来たい場所は？

松江城
…43.8%

八重垣神社
…68.8%

○鏡の池がすごく良かった。

良かったところはどこですか？

良かったところはどこですか？

日御碕灯台…75%

もう一回来たい場所は？

大学生・専門学生ウェルカムまじうけエクスプレスカード

【対象】玉造温泉にご宿泊の大学生・専門学生※宿泊期間平成２９年１月１日チェックインから平成２９年３月３１日チェックインまでの方に限ります
【利用期間】平成２９年１月１日～平成２９年３月３１日
【カード受取場所】
玉造エリア：玉造温泉旅館協同組合　加盟旅館１５軒
松江エリア：松江国際観光案内所（ＪＲ松江駅北口前）、ぶらっと松江観光案内所（松江城）

【利用可能店舗】松江のお店、玉造温泉街のお店　約２０店舗

※松江国際観光案内所、ぶらっと松江観光案内所で受け取られる場合は、玉造温泉の旅館に宿泊する、または宿
泊したことがわかるものを一緒にご提示ください。

詳細は玉造温泉旅館協同組合HP【http://tamayado.com/】にてご確認ください。

１月▶３月
2017年

○見るだけじゃなく体験できたのが
良かった。

○みんなでわいわい言いながら
作れたのが楽しかった。

○日本一の庭園を見てみ
たい！

日御碕神社

○赤い鳥居が神秘的そ
う。

安来節演芸館

○どじょう掬いが安来市伝統の踊
りだと知って驚きました。
○どじょうを掬う細かい動きにまで
気を配っておられて感動！

木綿街道

○木綿街道が栄えた時代背景を
丁寧に解説して頂けたのが良
かった。

清水寺

○写経は普段なかなか出来ない
事なので、精神統一が出来て
良かった。

ちょっと

かわった看板

みつけた！

まだかなー

○温泉は気持ちよすぎて何度でも行きたい。
○今度はゆっくりと湯めぐりしたい。
○オブジェや看板などもかわいいので女子におすすめしたい。
○歩いていける距離で町並みや景観、足湯や飲食が楽し
めるとこが良かった。

縁結びと
いえばここ！

私たちが
玉造温泉を紹介

しちゃいます

鏡の池でドキドキ
恋占い♡

灯台の高さは
日本一！

あふれる
青春感！

みんなで
幸せをつかもう！

これぞ国宝の
風格

どじょうすくいに
チャレンジ！

江戸時代に
タイムスリップ
したみたい！

集中！

○灯台からの眺めがあまりに
も綺麗だった。

○日本海を初めて見たから。
○灯台の壁が白くて綺麗で、
印象に残った。

○国宝になっている
お城はなかなか行
けないから。

○お守りを買う事は
あっても作る経験
はなかった。

神社クッキー、さくっとほろっとしててお
いしかった。たまつくプリンおいしそう
だった…ネーミングからも気になった！

玉造アートボックス

もちもちふわふわの泡に感動体
験♥石鹸を洗顔に使ってみると
乾燥してカサカサすることがな
く洗い上がりにびっくり！

玉造温泉美肌研究所 姫ラボ

願い事を書くだけじゃなくて、お
しろい塗れるのが楽しい！祈願
札にもお絵かきできて楽しい！

おしろい地蔵

「じみサイダー」島根といえば自虐ネ
タ。これぞ島根感。（笑）おいしそう
だった！ゆず好きやし。お店の中に
飾ってあるTシャツも可愛かった。お
土産によき！

よけいなお世話 玉造

麺を細く切るのが
難しかった〜

パワー注入！

みんなの感想

みんなの感想

玉造温泉…75％

良かったところはどこですか？

〇玉作湯神社は、自分で作るお守り
「叶い石」の袋や石が一つづつ違い
良かった。

〇玉造温泉街は、綺麗で楽しかった。
〇食べ歩きやフォトスポットが良かっ
た。また、温泉を浴衣で歩けるのも
良いと思った。

○インターネットで下調べをして島根に来たけ
ど、実際の景観や雰囲気と良い意味でかなり
のギャップを感じた。直接来て見て良かった。

○また必ず、次は車で島根にお邪魔したい。
○宍道湖の夕日も綺麗だと聞いたので、それも
是非見てみたい。

みんなの感想

玉造温泉…100％

友達におすすめしたいところは？

〇ゆっくりと観光も出来楽しいから。
みんなの感想

みんなの感想

堀川遊覧船…81.3%

○50分間の間ゆっくり座って
　お堀を回れるのが良かった。

みんなの感想

みんなの感想

みんなの感想 みんなの感想 みんなの感想 みんなの感想

みんなの感想

みんなの感想

みんなの感想

みんなの感想

みんなの感想
これからのご縁にワクワクする

このメンバーと出会えたご縁で

あ〜んな特典や
こ〜んなサービスが！

詳細はこちら!!→

93.8％

6.2％

島大生が島根県をキラキラさせていくプロジェクト。 

温泉街で気になるSHOP＆スポットをご紹介！！

紙面が限られてて紹介しきれません！！！もっと紹介したいのに！！

なんだかいいご縁が
ありそうな予感が
しますか？

お城をぐるっと
一周

※アメリカの日本庭園専門誌において「13年連続日本一」。

体験した大学生16人に聞きました！
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お問合せ・ご予約は各旅館へ
その他にも各旅館のホームページにはたくさんのプランが
あるよ！
各旅館のホームページを検索してね！

※掲載料金はお一人様の料金です。※土曜日・休前日は除きます。※サービス料込。消費税・入湯税（150円）は別途申し受けます。

期間限定

玉造国際ホテル

一泊朝食付き 6,000円〜

一泊 2 食付き 9,000円〜

良心価格で宍道湖を一望することがで
きる玉造温泉唯一のお宿。

☎ 0852-62-0531

保性館

一泊2 食付き 10,000円〜

奥出雲産出の巨石が並ぶ大浴場と幻想
的な色合いの大浴場が特徴的。

☎ 0852-62-0011
旅亭 山の井

一泊朝食付き 8,000円〜一泊朝食付き 8,000円〜

一泊 2 食付き 10,000円〜

竹林を眺めながらのんびりゆったりと入
れる露天風呂。玉作湯神社すぐ近く。

☎ 0852-62-0621

玉井別館

一泊朝食付き 8,000円〜

一泊 2 食付き 10,000円〜

大浴場は夕方4時から翌日9時まで入浴
できます。たくさんおしゃべりしてからで
も楽しめます。

☎ 0852-62-0524

白石家

一泊2 食付き 15,000円〜

館内を彩る生花と檜風呂のある女性に
やさしいおもてなしのお宿。白石家一座
による縁結びライブショーを毎晩開催。

☎ 0852-62-0521

曲水の庭 ホテル玉泉

一泊朝食付き 7,000円〜

一泊 2 食付き 13,000円〜

豪華さと雄大さを感じるお宿。芳香を放
つ檜風呂と迫力のある巖風呂が魅力の
大浴場。

☎ 0852-62-0021

清風荘

一泊朝食付き 8,000円〜

一泊 2 食付き 11,000円〜

一泊 2 食付き 13,000円〜

純和風旅館ならではの食材のこだわり
のあるお宿。青めのうが輝くお風呂にな
んだかお肌もキラキラ♪

☎ 0852-62-0031

佳翠苑 皆美

一泊2 食付き 16,000円〜

プロが選ぶ日本のホテル・旅館で第23
位。温泉は、展望風呂と大浴場と2カ所
お楽しみいただけます。

☎ 0852-62-0331

松乃湯

一泊2食付き 12,000円〜

一泊朝食付き 8,000円〜

開放感あふれる吹き抜け庭園大浴場「月
照の湯」。日本最大級縁結びまがたまが
ある宿。パワーを感じて下さい。

☎ 0852-62-0611

出雲神々縁結びの宿 紺家

一泊2 食付き 10,000円〜

さまざまな縁の物語がその歴史を感じさ
せるお宿。風情感じる大浴場は、心とき
めく縁の湯。

☎ 0852-62-0311

湯陣 千代の湯

一泊朝食付き 8,000円〜

一泊朝食付き 8,000円〜

一泊 2 食付き 10,000円〜

自家泉源から湧き出る約66℃の源泉を
贅沢に掛け流し。「木の香」はその歴史と
雰囲気を感じることができます。

☎ 0852-62-0124

玉造グランドホテル長生閣

パワーストーン・めのうを埋め込んだ『宝
石風呂』で玉造温泉の美肌の湯を楽しめ
る宿。“願い石・叶い石”の玉作湯神社まで
徒歩４分。

☎ 0852-62-0711

平日限定1室3名様より
縁結びの聖地と美肌温泉へ。

応援プラン
学生旅行

Gakusei  Ryokou

観光案内は「たまなび」へ！
http://www.tama-onsen. jp

玉造温泉旅館協同組合 tel.0852-62-0634
http://tamayado.com/

たまなび

玉造温泉

湯之助の宿長楽園

一泊2 食付き 14,000円〜

メディアに取り上げられることの多い、120坪の巨大
混浴露天風呂は日本一認定！しかも源泉掛流し。女子
には嬉しい湯浴み着貸出で気兼ねなく入浴できます。

☎ 0852-62-0111

玉 造 温 泉 学 生 旅 行 応 援 プ ラ ン


