
COCO MATSUE（松江しんじ湖温泉）、松江ニューアーバンホテル、堀川遊覧、カラコロ広場、旧松江くらぶ（松江おどん
ステーション）などをおもてなし拠点とし、様々な体験プログラムや「松江おどん」とつながる商品を紹介します。そして、
この拠点間をグリーンスローモビリティでつなぐ（ちょっとした移動支援）ことで、人に優しいおもてなし観光を考えます。
イベントへの参加には事前登録が必要となり、参加時にはアンケートへのご協力もお願いいたします。

土曜つながナイト サイト
https://event.eco-uni.net/
様々な体験プログラム、「松江おどん」とつながる

エコ×ユニバーサルな松江の
まちづくりを考える会

https://eco-uni.net/

❶16：00～21：00 （松江市内各所） ❷19：00～20：00（オンライン交流会）

2021

11/13㊏・20㊏・27㊏
水都まつえ土曜つながナイト

水路と陸路で
巡る

夜の城下町

マイクロ観光
実証

松江おどん×つながる地域30
イベント公式 Twitter アカウント

「松江おどん×つながる 地域30」サイト

@Matsue_connecthttps://www.chiiki30.jp/

松江市民の暮らしや気質、おもてなしの心から誕生した、おで
んとうどんのコンビネーション「松江おどん」。
各日４店舗が違った味でおど
んを提供します。お好みの薬
味、またお好
みのコラボ商
品と合わせて
お楽しみくだ
さい。

島根県立大学生のおどんアイデアを
四ツ葉福祉会が実現！
空き店舗を利用
したおどんステー
ションにて、接客
ロボットTemiと
ともにオリジナル
おどん・スイーツ
をご提供。

つながるコンテンツ紹介つながるコンテンツ紹介 イベントへ事前予約いただいた方に
ご参加いただけるコンテンツを紹介します。

参加
無料

松江市内各拠点との中継もございます。スペシャルゲストも!?
YouTubeでライブ配信!!
下記の2次元コード・ URLよりご視聴ください。

11/13土  19：00～20：00
https://youtu.be/SXimZf7kZDk

11/20土  19：00～20：00
https://youtu.be/Qq0N27AybQk

11/27土  19：00～20：00
https://youtu.be/bLA4c2ouC9E

#つながる松江おどん
で投稿をお願いします

オンライン中継で採用されるかも？

グリーンスローモビリティ
に乗ってゆっくりと松江のまちを体感しよう!

「松江おどん×つながる 地域30」サイト
https://www.chiiki30.jp/

おどんde Temiカフェ
島根県立大学生のおどんアイデアを

松江おどんサミット
松江市民の暮らしや気質、おもてなしの心から誕生した、おで

詳しくは2次元コード
からアクセス！

「松江おどんとは？」

コロナに負けず
頑張ろう！！

堀川遊覧船ナイトクルーズ
すてきな音楽とともに、冬の名物「こたつ船」で暖か。夜景を眺め
ながら特別なひと時をお過ごしください。
時間  16：15～※15分おきに18便運行　 所要時間  20分

本イベント中

無料

デジタルスタンプラリー
ライトアップコンテンツ

イベント期間中、スマホアプリでできるデジタルスタンプ
ラリーを開催。スポットはすべてで5か所。
2か所まわると1つ目の記念品が
もらえる！ 5つ完全制覇で2つ目
の記念品をプレゼント！
※参加にはスマホアプリが
　必要です。

ダウンロードはこちらから

水都まつえを巡る

スタンプの絵柄は島根県立大学・
松江養護学校によるものです。スタンプラリー開催会場：

COCO MATSUE・松江ニューアーバンホテル・カラコロ広場・
松江おどんステーション（旧松江くらぶ）・ギャートルズ広場

「COCO MATSUE」「松江ニューアーバンホテル」
「カラコロ広場」の各イベント拠点の間を運行します。

観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業」により実施します。

毎年10月に開催されている松江水燈路ですが、今年はコロナウイ
ルス感染拡大等の状況もあり、中止となりました。そこでこの度、
土曜つながナイトでは、行燈のライトアップをいたします。
設置箇所：COCO MATSUE・松江ニューアーバンホテル・カラコロ広場・
松江おどんステーション（旧松江くらぶ）

「はじめ人間ギャートルズ」に登場
するマンモスを題材にした高さ3
メートルの巨大行燈が登場。
設置箇所：カラコロ広場

名産「来待石」を用いたモニュメントの数々が幻想的な光の世界
に浮かび上がります。中に灯火をともす石灯籠も登場します。
設置箇所：カラコロ広場・松江おどんステーション（旧松江くらぶ）

壮観 !巨大マンモス出現

来待石モニュメントライトアップ

おどんステーション特設スタジオに
ゲストを招きトークライブ！

つながる
LIVE
交流会 岩本  雅之山根  千晶

運行時刻表 【定員5名】　運行期間 ： 11/13・20・27の3日間

メインパーソナリティー

行 燈
あん どん

コロナウイルス感染症対策
※新型コロナウイルス感染症対策を徹底したイベントとなっておりますので、マスク着用、消毒などご協力をお願いいたします。
※COCOAないし地域で導入している感染対策アプリ等のインストールを推奨します。

で投稿をお願いしますで投稿をお願いします
オンライン中継で採用されるかも？オンライン中継で採用されるかも？

主催：エコ×ユニバーサルな松江のまちづくりを考える会　　連携：松江市

松江おどんステーション 1F カラコロ広場

カラコロ広場

堀川遊覧運行時刻表【定員6名】　運行期間 ： 11/13・20・27の3日間

拠点
COCO MATSUE（A）

発 発 発 発 発 発 発 発 発 発
16：10 16：40 17：10 17：40 18：10 18：40 19：10 19：40 20：10 20：40

拠点
松江ニューアーバンホテル（B）

着 着 着 着 着 着 着 着 着 着
16：16 16：46 17：16 17：46 18：16 18：46 19：16 19：46 20：16 20：46

拠点
松江ニューアーバンホテル（B）

発 発 発 発 発 発 発 発 発 発
16：20 16：50 17：20 17：50 18：20 18：50 19：20 19：50 20：20 20：50

拠点
COCO MATSUE（A）

着 着 着 着 着 着 着 着 着 着
16：26 16：56 17：26 17：56 18：26 18：56 19：26 19：56 20：26 20：56

拠点
松江ニューアーバンホテル（B）

発 発 発 発 発 発 発 発 発 発
16：20 16：50 17：20 17：50 18：20 18：50 19：20 19：50 20：20 20：50

拠点
カラコロ広場【京店】（C）

着 着 着 着 着 着 着 着 着 着
16：29 16：59 17：29 17：59 18：29 18：59 19：29 19：59 20：29 20：59

拠点
カラコロ広場【京店】（C）

発 発 発 発 発 発 発 発 発 発
16：30 17：00 17：30 18：00 18：30 19：00 19：30 20：00 20：30 21：00

拠点
松江ニューアーバンホテル（B）

着 着 着 着 着 着 着 着 着 着
16：35 17：05 17：35 18：05 18：35 19：05 19：35 20：05 20：35 21：05

拠点
カラコロ広場
【京店】
（C）

発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発

16：15 16：30 16：45 17：00 17：15 17：30 17：45 18：00 18：15 18：30 18：45 19：00 19：15 19：30 19：45 20：00 20：15 20：30
着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着

16：35 16：50 17：05 17：20 17：35 17：50 18：05 18：20 18：35 18：50 19：05 19：20 19：35 19：50 20：05 20：20 20：35 20：50

運が良ければ見れるかも



New Urban Hotel New Urban Hotel
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アーバン ホテル

宍
道
湖
大
橋

松
江
大
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ホテル白鳥

宍道湖

大橋川

松江
しんじ湖温泉駅

松江しんじ湖温泉
温泉スタンド

松江しんじ湖温泉
開湯50周年記念ライトアップ

開催イベント ●松江おどんサミット
●どう打ち体験

開催イベント
●たそがれ茶道体験 4F
●宍道湖の夜 （キャンドルで墨＆ヨガ） 3F
●利き酒体験 2F
●あっちゃん先生の酒肴散歩 2F
●うどん打ち 2F
●おどん de Temi カフェ 1F

松江市役所

松江
赤十字病院

ごうぎんカラコロ美術館

ギャートルズ広場

皆美館

大橋館

行燈・ゆらぎLED

行燈・ゆらぎLED 来待石
モニュメント

来待石
モニュメント

カラコロ工房
島根県警本部

堀川遊覧船ナイトクルーズ

グリーンスローモビリティ

ハートの
石畳

ホテル一畑

すいてんかく
松平閣

なにわ一水

てんてん手毬

末次公園

足湯

開催イベント
●水引きアクセサリー 2F
●陶芸てびねり体験 2F
●墨絵体験 2F
●ミニ畳作り 2F2F

気軽にお茶の作法と楽し
み方を教えてもらえます。
初心者大歓迎！

たそがれ茶道体験
11/13土・20土・27土

①16：00～
②17：30～
定員：各5名

60分

松江おどんステーション  4F

「うどん・出雲そば　
たまき」の玉木社長
の指導による人気の
うどん打ち体験です。

うどん打ち
11/20土

17：00～
定員：6名

60分

松江おどんステーション  2F

宍道湖の夕日や夜景を見
ながらヨガを楽しみ、そ
の場で墨アートを体験す
る特別なプランです。

宍道湖の夜 キャンドルで墨＆ヨガ
11/13土・20土・27土

18：00～
定員：6名

90分

松江おどんステーション  3F

旬の地元食材を使った料
理と地酒のマリアージュ
をお楽しみください。

あっちゃん先生の酒肴散歩
11/13土・27土

18：00～
定員：8名

90分

松江おどんステーション  2F

日本酒ソムリエ石原美和
さんの解説を聞きながら
美味しい日本酒を楽しめ
ます♪※対象20歳以上、
飲酒運転厳禁です。

利き酒体験
11/27土

①17：00～
②19：00～
定員：各8名

60分

松江おどんステーション  2F

水引を使ってイヤリング
などのアクセサリーや小
物を作ります。

水引きアクセサリー
11/13土・20土・27土

①16：00～
②18：00～
定員：各5名

60分

作家さんの指導で作品を
作ります。
※汚れてもよい服装でタ

オルを持参ください。

陶芸てびねり体験
11/13土・20土・27土

①16：00～
②18：00～
定員：各5名

60分

墨絵と書道の魅力を余すと
ころなくJUNCOさんがお伝
えします。
ゆったりとした時間の流れ
の中で無心になり黒と白の
世界を体験してください。

墨絵体験
11/13土・20土・27土

①16：00～
②18：00～
定員：各5名

60分

プロの畳屋さんがミニ畳
づくりを教えてくれます。

ミニ畳作り
11/13土・27土

①16：00～
②18：00～
定員：各5名

60分

松江名物行事のどう行列
で使用するどう打ちを体
験できます。
※雨天時には中止となる

場合がありますのでご
了承ください。

どう打ち体験
11/13土・20土・27土

18：00～20：30

堀川遊覧乗船場横広場

小泉八雲の怪談に出てく
るお寺を巡る超人気のツ
アーです。塩見そうえも
んのディープな解説をお
楽しみください。

怪談ツアー
11/13土・20土・27土

17：00～
定員：8名

90分

COCO MATSUE

20分

カラコロ広場【拠点Ｃ】

松江ニューアーバンホテル【拠点Ｂ】

松江おどんステーション【拠点Ｄ】
（旧松江くらぶ）

431

デジタルスタンプラリー

巨大マンモス行燈

行燈

来待石モニュメントライトアップ

松江おどんスポット

グリーンスローモビリティ乗降場

堀川遊覧船ナイトクルーズ乗降場

凡　例

グリーンスローモビリティ
堀川遊覧船ナイトクルーズ乗降場

モニュメント

島根県警本部

スマホとマップ片手に
夜の松江を満喫しよう♪

周遊マップ周遊マップ

松江くらぶ

COCO MATSUE

ＣＯＣＯ MATSUE【拠点Ａ】

おせわさんセンター  2Fおせわさんセンター  2F おせわさんセンター  2F おせわさんセンター  2F【受付：カラコロ広場】 【受付：カラコロ広場】 【受付：カラコロ広場】 【受付：カラコロ広場】 【受付：カラコロ広場】

おせわさんセンター
（TONOMACHI63 2F）

開催イベント　●怪談ツアー

イベントへの参加には事前登録が必要となり、参加時にはアンケートへのご協力もお願いいたします。


