
主催：南三陸・石巻北上フィールドミュージアム運営協議会

スノーケリング体験

対象：小学 4年生以上

(未成年者は保護者の同意が必要です。)

定員：8名

参加料：1,000 円

ホヤセミナー

～ホヤ先生と探るホヤの正体 !!～

対象：小学生以上

(小学 3年生以下は保護者同伴 )

定員：25 名

参加料：無料

森はともだちプログラム

はじめてのテント
対象：どなたでも

(小学校低学年以下は保護者同伴、親子参加可 )

定員：10 名

参加料：300 円

みちのく潮風トレイルセミナー

黄金伝説～平泉から入谷まで～
対象：どなたでも

定員：30 名

参加料：無料

この先、海です。プロジェクト
対象：小学生以上

定員：20 名

参加料：無料

ヨシ原 SUP 体験
対象：中学 1年生以上

(未成年者は保護者の同意が必要です。)

定員：8名

参加料：1,000 円

対象：中学 1年生以上

(未成年者は保護者の同意が必要です )

定員：8名

参加料：1,000 円

月浜沢川たんけん！

13:00-15:00

対象：小学 4年生以上

定員：10 名

参加料：100 円
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参加申し込みが必要です !

みんなで歩こう !

みちのく潮風トレイル in 南三陸〜
対象：小学 4年生以上

定員：18 名

参加料：3,000 円 ( 保険代、弁当代など )

10:00-16:00
（日）
9/23

志津川湾 SUP 体験

クリーンビーチは第３土・日曜日に開催 !!　詳しくは裏面下方をご覧ください !〜
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南三陸・海の

ビジターセンター

石巻・川の

ビジターセンター



【電話・FAX】0226-25-7622 【メール】center@kawatouminovisitorcenter.jp

参加申込書

氏名 電話番号

FAX

ご住所

緊急連絡先

学校もしくはご所属

(男・女　　　歳 )

( 氏名　　　　　　　　　　　　　　　) (電話番号　　　　　　　　　　　　　　　)

＊参加料は保険・材料・環境維持代にあてられます。

南三陸・海のビジターセンター  ( 受付時間 9:30～16:30　火曜日休館 )

＊荒天の場合は中止、前日～当日の朝までにご連絡いたします。

メール
〒

＊プログラム内容は変更、中止になる可能性もあります。

＊大人のみのご参加も大歓迎です。

参加したいイベントの□にチェック、一番下の申込項目を書いて、メールか FAX で、
南三陸・海のビジターセンターまで申し込んでくださいね !!

申込・問い合わせ先

8/7

10:00-12:30

持ち物：着替え、タオル、飲み物、健康保険証
( 火 )

スノーケリング体験

スノーケリングの基礎を習得して、海中観察を楽しんでいただきます。水族館くらい

でしか見られない海の中の風景を実感してもらう体験、大人の方の参加も大歓迎です。

＊ウェットスーツを着用していただく準備のため、申込の際に身長・体重・足のサイ

ズをお伝えください。
＊メガネは使えません。コンタクトも流される可能性がありますので、使い捨てをお勧めします。

8/19

14:30-16:30
持ち物：エプロン、手ふきタオル、健康保険証

（日 )

ホヤセミナー
～ホヤ先生と探るホヤの正体 !!～

岩手大学の梶原昌五先生をお招きし、「ホヤの一生」「ホヤの解剖」「ホヤの養殖」につい

て、ホヤの正体を探るホヤづくしのホヤセミナーを開催します！ホヤって何？ホヤって

…ホヤに詳しくなってホヤ自慢しましょう！レッツホヤタイム！！

9/8

10:00-12:00

持ち物：着替え、タオル、飲み物、健康保険証(土 )

志津川湾 SUP 体験

ゆたかな海の幸が育まれる東北有数の漁場、志津川湾をSUPでめぐりましょう。コンディ

ション次第では海藻の森の間をスイスイと泳ぐ魚が見えますよ。
＊ビーチサンダルやメガネ、装飾品などを身に付けたまま体験すると紛失する可能性があります。

ご注意ください。

9/22
13:30-15:30 持ち物：筆記用具

(土 )

みちのく潮風トレイルセミナー

黄金伝説～平泉から入谷まで～

「平泉世界遺産センター」のセンター館長の千葉信胤（のぶたね）さんから、トレイル

のルートである田束山と世界遺産平泉とのつながりについて、お話ししていただきま

す。その昔、南三陸町の入谷でも金が採れました。その金はどこへ運ばれ、何に使わ

れていたのでしょうか？！藤原家の栄枯盛衰など時代背景を知ることで、トレイルを

見る目が変わるはず。

申込項目 参加したいイベントの□にチェック、下記の申込項目を書いてメールか FAX で南三陸・海のビジターセンターまで

申し込んでくださいね !! お申し込みから 3日経っても返信がない場合は、お手数をお掛けしますがお電話にてお問い合わせください。

8/4

13:00-15:00

( 土 )

8/18

10:00-12:00

持ち物：タオル、飲み物、軍手、帽子、日焼け止め、健

康保険証
( 土 )

この先、海です。プロジェクト

石巻市民環境講座第 5弾。川のビジターセンター内の雨水溝脇に「この先、海です」

ペインティングをします。海や川を大事にするためには、道端にポイ捨てしない、身

の回りをきれいにすることが重要です。このことに気づく、気づいてもらうプログラ

ムです。

＊参加申し込みは石巻市環境課 TEL0225-95-1111( 内線 3368) まで。

9/2

10:00-12:00

持ち物：着替え、タオル、飲み物、健康保険証( 日 )

ヨシ原 SUP 体験

北上川のヨシ原のあいだを SUP ですすみます。秋のヨシ原ではどんな動植物に出会え

るでしょうか。川から眺めるヨシ原や山々の景色を満喫しましょう。

＊ビーチサンダルやメガネ、装飾品などを身に付けたまま体験すると紛失する可能性

があります。ご注意ください。

9/17

10:00-12:00
持ち物：飲み物、帽子、タオル、軍手、健康保険証、マイ

カップ持参歓迎

( 月 )

森はともだちプログラム

はじめてのテント

森ともプログラム第 3弾は、いよいよテントの登場です。ロープを張って、ペグをうっ

て、上手に張れたらテントでおひるね！ゆっくりコーヒーも飲みましょう。たのしみ

ながらキャンプのことを学べます。アウトドアビギナーの方、大歓迎です。

＊食物アレルギーの有無を申込時にお知らせください。

集 合 :サンオーレそではま

集合：南三陸・海のビジターセンター

集合：南三陸・海のビジターセンター

集合：南三陸・海のビジターセンター

集合：石巻・川のビジターセンター

集合：新北上大橋たもと左岸（目印は黄色いのぼり）

集合：神割崎キャンプ場　観光プラザ外階段下

FAX: 0226-25-7622

＊写真はイメージです。

服 装：動きやすい服装 (T シャツ・短パンなど )、濡れて
もいいサンダル、水着　※集合時には、水着を服の下に着
てお越しください。

持ち物：飲み物、帽子、着替え、タオル、日焼け止め、軍手、

健康保険証

集 合 :石巻・川のビジターセンター

服 装：動きやすく濡れてもいい肌を出さない服装、濡れて

もいいしっかりした履物 (サンダル不可 )

川のビジターセンター前の月浜川をじゃぶじゃぶさかのぼって探検します。流れは弱

いけれど、負けないように歩くのは大変かも。どんな生き物がいるかな？

＊ライフジャケットを着用していただきますので、準備のために申し込み時に身長・

体重をお伝えください。

＊事前に水質検査を行います。水質的に体験不適の場合は中止とすることをご了承く

ださい。

月浜沢川たんけん！

服 装：動きやすい、汚れてもいい服装

服装：汚れてもいい服装

服装：水着とその上に着るぬれてもよい服・靴・帽子（ラッ

シュガードやマリンシューズなど）、

※シャワー、トイレ、更衣室はありません。各自、車など

でお着替えください。

服装：汚れてもよい動きやすい服装・靴（長そで長ズボ

ン推奨）

9/23

10:00-16:00
持ち物：タオル、雨具、飲み物、軍手、帽子、健康保険証

(日 )

みんなで歩こう !

みちのく潮風トレイル in 南三陸

みちのく潮風トレイルの南三陸コースを歩きます。その昔、修験道だった「行者の道」

には小さな滝や沢があり、ちょっとした冒険気分を味わえます。田束山山頂でリアスの海

を一望したら、地元食材を使った特製弁当を堪能しましょう。秋の山さんぽ、しませんか。

集合：志津川駅 10:00、歌津駅 10:20
＊いずれかの集合場所を選び、申込時にお伝えください。

ふりがな

服装：動きやすい服装、濡れても滑りにくい靴
＊長袖長ズボン、体温調整しやすいものがオススメです。

毎月第三土曜日は tsukuru 月浜沢クリーン、第三日曜日は坂本海岸クリーンビーチ！各回 9:30～11:00!

8/19 坂本海岸 9/15 月浜沢 9/16 坂本海岸 集合：坂本海岸→南三陸・海のビジターセンター、月浜沢→石巻・川のビジターセンター

持ち物：軍手、帽子、タオル、飲み物、日焼け止め、濡れてもいい滑りにくい靴、健康保険証

【住所】〒986-0781 南三陸町戸倉字坂本21-1

連絡欄

服装：水着とその上に着るぬれてもよい服・靴・帽子（ラッ

シュガードやマリンシューズなど）

＊同伴者、対象年齢以下の方からも保険代のみいただく場合があります。

石巻・川のビジターセンター南三陸・海のビジターセンター


