石見銀山遺跡世界遺産登録１５周年 関連事業
No.

事業・イベント等

（未定・不明イベント等の詳細は主催者等に確認して下さい。 太枠・太字：７月中に開催予定のもの。）

主催等

連絡先

日程・期間

会場

内容

1

オリジナルフレーム切手「石見銀山」販売

日本郵便株式会社中国
支社

大森郵便局
電話0854-89-0230

4月22日(金)～

大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南 石見銀山を題材にしたオリジナルフレーム切手の
町の全郵便局
販売

2

石見銀山世界遺産登録15周年記念
ミニ企画「丁銀と古地図からたどる銀の島」

島根県立古代出雲歴史
博物館

島根県立古代出雲歴史博物館
電話0853-53-8600
https://www.izm.ed.jp/

5月18日（水）～8月1日（月）

古代出雲歴史博物館 常設展示室

館蔵の石見銀山関連コレクションの中から、普段は
公開していない「銀の島」を象徴する銀貨幣など
（丁銀・灰吹銀）9点、古地図6点を展示

3

大森郵便局開局１５０年企画展

石見銀山資料館

石見銀山資料館
電話0854-84-0846
https://igmuseum.jp/

7月1日(金)～8月29日(月)

重要文化財 熊谷家住宅

開局１５０年を迎える大森郵便局に関する企画展

4

ノスタルヂックビアガーデンinゆのつ

ゆのつ組

小川商店
e-mail：tomooki0908@gmail.com

7月１日（金）～2日(土)

温泉津町

町全体を巻き込んだビアガーデン、温泉まつ、夜神
楽公演を合わせたイベント

5

御城印販売

大田市観光協会

大田市観光協会
電話0854-88-9950
https://www.ginzan-wm.jp/

7月2日（土）～

観光案内所（大森、温泉津、大田市
駅）、楞厳寺

世界遺産登録15周年版×6種、通常版×8種、武将
印の販売

6

めざせ！銀山王 石見銀山発見クイズ

石見銀山協働会議

石見銀山協働会議
電話0854-88-9123

7月2日(土)～9月30日(金)

7

世界遺産登録１５周年記念特別ガイドツアー 石見銀山ガイドの会

石見銀山ガイドの会
電話0854-89-0120
http://iwamiginzan-guide.jp/

7月2日(土)

大森町、温泉津町

大森町町並み、龍源寺間歩に、特別に温泉津を加
えた３コースのワンコインガイドを無料化

8

有料展示・入場施設の無料化

大田市

石見銀山世界遺産センター
電話0854-89-0183
https:// ginzan.city.oda.lg.jp/

7月2日(土)

・石見銀山世界遺産センター
・重要文化財 熊谷家
・武家屋敷 旧河島家
・龍源寺間歩

世界遺産登録記念日の７月２日に限り
入場無料

9

石見の国おおだ観光大使
近藤夏子ライブ

石見銀山世界遺産セン
ター

石見銀山世界遺産センター
電話0854-89-0183
https:// ginzan.city.oda.lg.jp/

7月2日(土)11:15～

石見銀山世界遺産センター

大田市出身・シンガーソングライター
近藤夏子ライブを開催

10

石見の国おおだ観光大使
近藤夏子ライブ

石見銀山クロニクル

石見銀山クロニクル
電話03-5834-8785

7月2日(土)14:45～

オペラハウス大森座

大田市出身・シンガーソングライター
近藤夏子ライブを開催

島根県（世界遺産室）

島根県教育庁文化財課世界遺産室
電話0852-22-5642

7月2日(土)～7月3日(日)

温泉津町

謎解きをしながら温泉津の歴史や文化を理解する
周遊型・街歩き型のイベント

〇各種体験など
・鉱石をさわってみよう
・石見交通バス運転手体験
12 ・銀をさがせ！
・丁銀ストラップづくり
・缶バッジ・貝がらストラップづくり
・飲食店の出店

石見銀山世界遺産セン
ター

石見銀山世界遺産センター
電話0854-89-0183
https://ginzan.city.oda.lg.jp/

7月2日(土)～7月3日(日)

石見銀山世界遺産センター

体験メニューが盛りだくさんです。
また、お弁当などが楽しめるイベント限定の飲食店
が出店します。
・一部有料の体験や販売
・実施時間も異なるためＨＰ等で要確認

13 七夕飾り

石見銀山世界遺産セン
ター

石見銀山世界遺産センター
電話0854-89-0183
https://ginzan.city.oda.lg.jp/

7月2日(土)～8月7日(日)

石見銀山世界遺産センター

願いを込めてみんなで飾り付け

14 海外の鉱山写真パネル展

島根県、大田市

大田市教育委員会石見銀山課
電話0854-83-8134

7月2日(土)～8月29日(月)

石見銀山世界遺産センター

ことし世界遺産登録５周年を迎えたポーランドのタ
ルノフスキェ・グルィなど、海外の鉱山をパネルで紹
介

島根県、大田市

大田市教育委員会石見銀山課
電話0854-83-8134

7月2日(土)～8月29日(月)

石見銀山世界遺産センター

①旧満州撫順炭鉱の石炭関連標本、②大森鉱山
の鉱石などの標本

大田市政策企画部政策企画課
電話0854-83-8005

7月3日(日)13:00～16:30

大田市民会館（大ホール）

（いも殿さま著者）土橋章宏氏講演会、パネルディ
スカッション

さんべ縄文の森ミュージ
アム

さんべ縄文の森ミュージアム
電話0854-31-8131
https://www.naturesanbe.jp/azukihara/

7月9日（土）14：00～15：30

さんべ縄文の森ミュージアム

石見の石塔を研究し、石見銀山遺跡地内の墓石調
査に取り組む間野さん（島根県教育委員会）による
講座

大田市

大田市教育委員会石見銀山課
電話0854-83-8134

7月23日（土）10：00～12：00

仁摩町琴ヶ浜海岸

琴ヶ浜を歩いて、大地の不思議を探る

9月3･11･17･25､10月1･16･22･30

仁摩サンドミュージアム・ふれあい交流館 12㎝の正方形ガラスの時計作り

11 歴史ロマン謎解き（温泉津編）

15

開校１５０周年記念！大森小学校の貴重な
標本展

16

石見銀山遺跡世界遺産登録１５周年記念事
大田市
業

さんべ縄文の森ミュージアム 月イチガク
17
墓場放浪記～石塔から探る石見の歴史

18

鳴り砂の浜と緑の石の海岸
地形と地質をめぐる まじあるき

19 ガラスで時計作り

公益財団法人シルバーラ 仁摩サンドミュージアム
ンド振興事業団
電話0854-88-3776

小学生が回答可能な石見銀山に関するクイズを
webで公開、抽選で景品プレゼント

20

石見銀山遺跡世界遺産登録１５周年フォーラ 石見銀山協働会議、大田 大田市教育委員会石見銀山課
ム
市
電話0854-83-8134

9月4日(日)予定

大田市民会館（中ホール）

石見銀山協働会議のこれまでの取り組みの成果の
発信、講演会、調査研究成果の発信

21

あなたの拾ったゴミが入場券‼琴ヶ浜サンセッ 琴ヶ浜サンセットライブ実
トライブ2022
行委員会

9月10日(土)

仁摩町琴ヶ浜海岸

ゴミ拾い、グルメフェス、ミュージックフェスを掛け合
わせたイベント

9月17日（土）～9月18日
17：00～21：00

温泉津町福光海岸

海神楽公演

シリーズ発刊してきた概説書「Ⅵ銀の巻」の発刊にあ
わせた講座

小林工房
電話0855-65-2565

22 海神楽2022～奇跡の光景～

小林工房

23 石見銀山学講座

石見銀山協働会議、大田 大田市教育委員会石見銀山課
市
電話0854-83-8134

秋 予定

未定

24 １５周年記念展（３館企画展）

島根県、石見銀山資料
館、大田市

大田市教育委員会石見銀山課
電話0854-83-8134

9月29日（木）～11月28日（月）予定

温泉津ゆうゆう館、石見銀山資料館、石 石見銀山遺跡世界遺産登録１５周年にあわせた企
見銀山世界遺産センター
画展を３館で同時開催

石見地区ユネスコ協会

石見地区ユネスコ協会
電話0855-65-2020

10月15日(土)

島根県立男女共同参画センターあすてら
基調講演、ワークショップ
す

石見銀山資料館
電話0854-84-0846

10月16日(日)～ 予定

重要文化財 熊谷家住宅

ポルトガルギター＆マンドリン「マリオネット」の演奏
会

25

「だれでも観光でSDGsを守れるんだ！」世界
遺産ワークショップin石見銀山

26

ポルトガルギター＆マンドリン「マリオネット」演
石見銀山資料館
奏

27 旅する一皿

旅する一皿実行委員会

旅する一皿実行委員会
e-mail：tabisuru.hitosara@gmail.com

10月29日(土)～10月30日(日)予定

大森町

全国から凄腕料理人約２０名が集まり食のイベントを
開催

28 まちなか図書館 開設

中村ブレイス株式会社、
島根県立大学

中村ブレイス株式会社

10月ｵｰﾌﾟﾝ 予定

大森町

大森町の古民家を活用し、まちなか図書館を開設

29 島根・大田の石見神楽「大蛇」の舞 京都公演

石見銀山神楽連盟（協力： 大田市観光協会
大田市観光協会）
電話0854-88-9950

11月2日(水)11:50～、16:20～（時間
ＪＲ京都駅駅前広場
調整中）

市内神楽団員、京都瓜生山舞子連中による「大蛇」
の上演。

30 オペラ「石見銀山」京都公演

オペラ石見銀山実行委員 オペラ石見銀山実行委員会事務局
会
電話090-7979-1551（谷本由香子）

11月2日(水)13:30～、18:30～

京都劇場（京都市）

昼・夜の２回公演。オペラユニット・レジェンド、大屋神
楽社中らが出演。

31 秋ぶらーり～キルト展

柳澤時子パッチワーク教
室

11月3日(木)～11月13日(日)

大森町の町並みの施設

キルト展示会の開催

11月20日(日)

温泉津やきもの館

３窯で花を生けるための花器を１５個用意して、フラ
ワーアレンジメント教室を開催

さんべ縄文の森ミュージアム

益田氏は、石見銀山の開発を手掛けた大内氏との
関りも深く、銀山の山神「佐毘売山神社」は益田市か
ら勧請されている。中世益田の歴史を益田市教育委
員会の中司さんに伺う。

32

世界遺産登録１５周年記念！温泉津焼オリジ NPO法人石見ものづくり
ナル花器を使ったフラワーアレンジメント教室 工房

さんべ縄文の森ミュージアム 月イチガク
33
「中世益田と石見銀山」

温泉津やきもの館
電話0855-65-4139

さんべ縄文の森ミュージア さんべ縄文の森ミュージアム
ム
電話0854-31-8131

2月4日（土）14：00～15：30

