
鳥羽で学ぶSDGs

プログラム集

体験メニューの内容を紹介したプログラム集です。

各プログラムの内容確認・ご予約等については、

それぞれのお問合せ先までお願いします。

【令和４年７月現在】

三重県鳥羽市



分野 番号 主な鳥羽市内のSDGs視察・体験プログラム 主催 電話番号

1 鳥羽市の観光防災の取り組み 鳥羽市観光課・総務課
0599-25-1155

0599-25-1118

2 おもしろ海女講座「海女トーーク」 鳥羽市観光協会 0599-25-3019

3 鳥羽市のエコツーリズムの取り組み（講話） 鳥羽市エコツーリズム推進協議会（鳥羽市） 0599-25-1157

4 行政との連携で取り組むバリアフリー観光の仕組みづくり 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 0599-21-0550

5 町並みの維持と空家活用による市街地の活性化 鳥羽なかまち会 0599-37-7228

6 まちづくり・観光地の課題（講演） 扇芳閣 0599-25-3151

7
誰をも取り残さない労働環境

（ファーム海女乃島での障がい者雇用）
ファーム海女乃島 0599-26-5063

8 造成地を活用したレジャー施設開発（講話） とこよの郷 0599-33-7166

9 海島遊民くらぶ視察プログラム 海島遊民くらぶ 0599-28-0001

10 かき殻の再利用工場見学 鳥羽かき殻加工センター 0599-32-2015

11 食品残渣再循環・生ごみ処理機見学 戸田家 0599-25-2500

12 ホテルが取り組むSDGs（講話） 鳥羽国際ホテル 0599-25-3121

13 食育・海の食材について（講話） 鳥羽シーサイドホテル 0599-25-8181

14 特別講演「持続可能な真珠養殖」 ミキモト真珠島 0599-25-2028

15 自分で作ろう！ハンドクリーム体験 ミキモト真珠島 0599-25-2028

16 古来から続く海女漁を知る 海女小屋相差かまど 0599-33-7453

17 Experience sustainable Ama culture 海女小屋はちまんかまど 0599-33-1023

18 地産地消の食循環を学ぶプログラム 鳥羽マルシェ 0599-21-1080

19 海ゴミ被害現場で学ぶ海ゴミ対策 鳥羽市環境課 0599-25-1147

20 「海を知る・守る・考える」講座 鳥羽市水産研究所 0599-25-3316

21 リサイクルパーク見学 鳥羽市リサイクルパーク 0599-25-9200

22 黒メダカの保護活動学習プログラム 扇芳閣 0599-25-3151

23 水族館から学ぶSDGs（教育セミナー） 鳥羽水族館 0599-25-2555

24 エネルギーを大切にした公共交通 伊勢湾フェリー 0599-26-7600

25 アマモ場（磯）の生きもの観察 鳥羽市立海の博物館 0599-32-6006

26 海女や漁師の資源保護の取り組み（映画とお話） 鳥羽市立海の博物館 0599-32-6006 

27 Clean up the Beach with Ama 海女小屋はちまんかまど 0599-33-1023

28
伊勢志摩 漁村アクティビティ

（あさり養殖体験ツアー／牡蠣イカダクルージング）
伊勢志摩 漁村アクティビティ 070-1645-2221

29
島からのおくりものツアー

（釣り体験、島内散策、アクセサリー作り）
海島遊民くらぶ 0599-28-0001

30 シーグラスを使ったクラフト体験 海島遊民くらぶ 0599-28-0001

31
答志島でのSDGs体験プログラム

（シークラフト、干物作り、魚釣り、海女の話等）
島の旅社 0599-37-3339

社会

経済

環境

2



鳥羽市の観光防災の取り組み
官民・市民連携の観光防災体制を学ぶ

項目 内容

プログラム内容

人口18,000人の鳥羽市には、国内外から例年400万人を越える観光客の皆様
にお越しいただいています。組織の枠組みを超えて連携した防災訓練、
フィールドワークの意見を取り入れたサイン整備、図上訓練や津波フラッグ
をつかってみた等、一緒に語り合うことで「新たな気づき」に繋げます。
・プログラム①：鳥羽市の観光防災の取組（避難訓練や看板整備等の説明）
・プログラム②：避難体験（津波避難場所への避難を体験し、サイン整備の

状況や避難経路等の実態を学ぶ）
・プログラム③：グループで防災カードゲームの体験

参加可能人数 10～30名程度

料金 要相談（資料代等）

アクセス
集合場所：鳥羽市役所（JR・近鉄鳥羽駅より徒歩約10分）

または鳥羽マリンターミナル（JR・近鉄鳥羽駅より徒歩約7分）
※講座実施の有無など内容により異なります

その他備考
（条件等）

雨天時は講座のみ等の代替案を提示します。

◆学びのポイント
・市民や観光客を守る観光防災の取組や環境整備の実態を現場で体感します。
・官民、また市民も一体となった連携による観光防災体制を学びます。
・地域住民だけではなく、土地勘のない人を守るために必要なことを考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽市役所観光課 ☎0599-25-1155 総務課 ☎0599ｰ25ｰ1118
メール：観光課 kanko@city.toba.lg.jp WEBサイト：https://www.city.toba.mie.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽3丁目1-1

鳥羽で学ぶSDGs①：鳥羽市

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

10～30名程度 要相談 1～2時間程度

見学 体験 講話
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おもしろ海女講座「海女トーーク」

項目 内容

プログラム内容 科学文明の発達した現代においても、まだ素潜りで漁をすることにこだわる
海女。
そこには、乱獲を防ぎ、次世代にも残していこうとする海女たちの深い知恵
が隠されています。海女さんについて楽しく学べるトークショーです。

参加可能人数 ２０名～（20名以下の場合はご相談下さい）

料金 ２5,000円（派遣料金）
（内訳：海女２名、スタッフ１名）

アクセス 市内の宿泊施設等に海女さんを派遣します。お気軽にご相談下さい。

その他備考
（条件等）

団体様で100名以上等の大人数の場合は、海女さんの人数は、3名以上をお
奨め致します。

◆学びのポイント
・環境保護や海と海女の関係性を学ぶことができます。
・実際に使用する海女漁具の展示・紹介もします。

■お問合せ・お申込み
鳥羽市観光協会 ☎0599-25-3019 FAX: 0599-25-6358
メール: info@toba.gr.jp WEBサイト：http://www.toba.gr.jp/
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町1-7 

鳥羽で学ぶSDGs②：鳥羽市観光協会

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

２０名～
（要相談）

２5,000円（派遣料金）

（内訳：海女２名、スタッフ１名）

60分程度

講話
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鳥羽市のエコツーリズムの取り組み(講話)
多様な地域資源の循環と連携／
幸せを感じる持続可能な観光地を目指して

項目 内容

プログラム内容 鳥羽市のエコツーリズムの取り組みについてお話します。
・プログラム①：鳥羽市の概要（豊かなフィールドや概要を説明します）
・プログラム②：鳥羽市エコツーリズム推進協議会について（同協議会が目

指す姿や取組内容について説明します）

参加可能人数 40名（会場は、鳥羽市役所会議室をご用意する予定です）

料金 要相談（資料代等）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩約10分

その他備考
（条件等）

基本的には鳥羽市エコツーリズム推進協議会事務局職員からの講話となりま
す。

◆学びのポイント
・まち全体で取り組むエコツーリズムの取組について、その連携や仕組みを学びます。
・自然と産業、地域住民などとの連携や人々の暮らしや持続可能な社会の仕組みを考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽市エコツーリズム推進協議会（鳥羽市観光課） ☎0599-25-1157
メール：toba-eco@city.toba.lg.jp WEBサイト：https://www.city.toba.mie.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽3丁目1-1

鳥羽で学ぶSDGs③：
鳥羽市エコツーリズム推進協議会（鳥羽市）

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

40名（要相談） 要相談 約１時間

講話
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行政との連携で取り組む
バリアフリー観光の仕組みづくり

項目 内容

プログラム内容 2002年に日本で初めて設立されたバリアフリーツアーセンター。
我々が考案した『パーソナルバリアフリー基準』に基づき、行政と連携しな
がら生み出した事業やシステムなどについてご説明します。

また、オプションとして、観光施設のバリアフリー状況の現地でのご紹介や、
当センターがバリアフリー改修のアドバイスを行った宿泊施設のご案内など
も承ります。
オプション料金の目安 1時間11,000円～

参加可能人数 1名から

料金 基本料金22,000円＋資料代として3,300円×人数

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩1分。（連絡通路直結）

その他備考
（条件等）

木曜定休
参加人数が10名以上の場合は、別途会議室の料金をいただきます。

◆学びのポイント
・自分のまちでのバリアフリー観光の実現に向けて必要なことが学べます。
・バリアフリー観光で地域を活性化するためのポイントを現地で体感します。
・行政向けには先進地視察、企業向けには研修、学生には研究対象として、幅広く対応します。

■お問合せ・お申込み
NPO法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター ☎0599-21-0550 FAX:0599-21-0585
メール：iseshima@barifuri.com WEBサイト：https://www.barifuri.com/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽一丁目2383-13 鳥羽１番街１階

鳥羽で学ぶSDGs④：伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

要相談 要相談 要相談

見学 講話
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町並みの維持と空家活用による
市街地の活性化

項目 内容

プログラム内容 2時間程度のコースです。
地域住民が自ら改修したコワーキングスペース”KUBOKURI”に集合し、30分
程度この町についてレクチャー後、まち歩きを始めます。
地域おこし協力隊OBが自ら空き家をリノベーションしたカフェや空き家を利
活用したゲストハウス、これから取組む空き家をご紹介。
また、大庄屋かどやや海童工房魚寅、西念寺などをご案内しながら地域の方
との交流を通じてまちを体感していただけます。
休憩時間には、糀屋で名物の豆乳アイス又はコーヒー(ホットまたはアイス)
を頂きます。※おにぎりカフェうさぎのしっぽ、N3コーヒーでも対応可

参加可能人数 20名（要相談）

料金 1人3,000円

アクセス 近鉄中之郷駅より徒歩5分。駐車場あり。

その他備考 小雨決行。1グループ10名で同時に2グループ案内可能。

◆学びのポイント
・使用可能な空き家を活用し次の世代へと繋げる活動を通して、ものをつかう責任を学びます。

・空き家率の高さや少子高齢化、人口減少という地域の課題をまち歩きを通して体感し、

住み続けられるまちづくりとは何かを考えます。

■お問合せ・お申込み
合同会社NAKAMACHI ☎0599-37-7228
メール：tobanakamachi@gmail.com WEBサイト：https://tobanakamachi.com/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽4-6-3

鳥羽で学ぶSDGs⑤：鳥羽なかまち会

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

20名（要相談） 1人3,000円 約120分

見学 体験
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まちづくり・観光地の課題（講演）

項目 内容

プログラム内容 まちづくり、観光地の課題（例：オーバーツーリズムなど）についての講演

参加可能人数 5～300名

料金 1人500円（教育旅行用）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅から車5分。無料送迎バスあり。大型バス駐車場あり。

その他備考
（条件等）

◆学びのポイント
・観光を基軸としたまちづくりとは何か、地域の自然や産業、人々と一体となった観光まち
づくりについて学びます。

・これからの観光の課題（オーバーツーリズム等）について共に考えます。

■お問合せ・お申込み
扇芳閣 ☎0599-25-3151
メール：info@senpokaku.com WEBサイト：https://www.senpokaku.com
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽2丁目12-24

鳥羽で学ぶSDGs⑥：扇芳閣

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

5～300名 500円（教育旅行用） 約30～90分

講話
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誰をも取り残さない労働環境
（ファーム海女乃島での障がい者雇用）

項目 内容

プログラム内容 月曜から金曜の平日
障がい者雇用についての見学 無料

水耕栽培JGAP認証農場での体験 1時間 有料

参加可能人数 （要相談）

料金 体験 1500円～ 経営研修1日 5000円～

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車10分。

その他備考
（条件等）

体験の方：エプロン：運動靴持参

◆学びのポイント
・障がい者の方たちとともに生き生きと働く人たちの姿を見ていただきます。
・誰をも取り残さない労働環境や社会とは何かについて考えます。

■お問合せ・お申込み
㈱ファーム海女乃島 ☎0599-26-5063
メール：farm-ama@amigo.ne.jp WEBサイト：https://www.farm-amanoshima.com/
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町字南山1312-62

鳥羽で学ぶSDGs⑦：ファーム海女乃島

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

20名（要相談） 要相談 約30分

見学 体験
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造成地を活用したレジャー施設開発
(講話）

項目 内容

プログラム内容 当園の守人(しゅじん)が、みのなる森とこよの郷を開園するに至った経緯、
SDGｓの取り組みなどについて、お茶を飲みながらお話しさせていただきま
す。その後ブルーベリーの摘み取り体験をして頂きます。

参加可能人数 １０名

料金 2,000円

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車20分。大型バス駐車場あり。

その他備考
（条件等）

◆学びのポイント
・造成地を再活用した「とこよの郷」の施設づくりの考え方を学びます

■お問合せ・お申込み
とこよの郷 ☎0599ｰ33-7166
メール：tokoyonosato@yahoo.co.jp WEBサイト：https://www.oz-group.jp/
〒517-0033 三重県鳥羽市畔蛸町字大坂127-186

鳥羽で学ぶSDGs⑧：とこよの郷

参加可能人数 料金（1人・消費税込） 所要時間

10名 2,000円 約1～2時間

体験講話
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海島遊民くらぶ視察プログラム
（６時間・24時間・49時間・72時間）

項目 内容

プログラム内容 海島遊民くらぶのツアー参加と、座学、質疑応答等を行います。
目的と時間に合わせてプランニングいたします。

参加可能人数 6時間：3名～80名 24時間・49時間・72時間：3名～40名

料金 参加人数によって料金が変わります。
6時間：9,350円～13,200円（税込）
24時間：31,900円～39,600円（1泊3食・税込）
49時間：51,150円～63,800円（2泊4食・税込）
72時間：70,400円～88,000円（3泊7食・税込）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩5分。（集合場所：海島遊民くらぶ）

その他備考
（条件等）

視察の目的に応じて内容やスケジュールをプランニングします。

◆学びのポイント
・海島遊民くらぶが提供する各種プログラムを体験できます。
・海島遊民くらぶが実践してきた地域での取組、エコツーリズム等の様々な活動、SDGsへ
の取組などが学べます。

鳥羽で学ぶSDGs⑨：海島遊民くらぶ

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

6時間：3名～80名
24時間・49時間・72時間：
3名～40名

各種 各種

■お問合せ・お申込み
海島遊民くらぶ ☎0599-28-0001 FAX:0599-25-1300
メール：kurage@oz-group.jp WEBサイト：https://www.oz-group.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1丁目4-53

体験講話
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かき殻の再利用工場見学

項目 内容

プログラム内容 鳥羽市におけるカキ養殖の生産額は年間20億円を超え、市内水産養殖業の約
60％を占めています。当センターでは、鳥羽の代表的な水産業の出荷作業過
程で排出されるカキ殻等の加工処理を行ない、土壌改良肥料「しおさい」を
生産しています。
プログラム：カキ殻加工センター見学（カキ殻の加工から土壌改良肥料化さ

れるまでの過程を説明しながら見学します）

参加可能人数 最大２0名。小グループでの対応も可（要相談）。

料金 要相談（資料代等）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車約25分

その他備考
（条件等）

特になし

◆学びのポイント
・鳥羽で排出されるかき殻の再利用工場の現地見学をします。
・かき殻の再利用がなぜ必要なのか、その後の再利用の実態等を直接学びます。
・かき殻の再利用の実態から、様々な資源の再利用の必要性を考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽かき殻加工センター ☎0599-32-2015
メール：siosai@amigo.ne.jp
〒517-0025 三重県鳥羽市浦村町826

鳥羽で学ぶSDGs⑩：鳥羽かき殻加工センター

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

２0名（要相談） 要相談 約1時間

見学
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食品残渣再循環・生ごみ処理機見学
（旅館ができるSDGsへの取り組み）

項目 内容

プログラム内容 戸田家では、様々なSDGsに関する取り組みを行っていますが、具体的なプ
ログラムの代表例として「生ごみ処理機見学」を行っています。当施設で排
出される生ごみを自ら処理し、再循環させていく仕組みを構築しています。
プログラムでは、生ごみ処理機の機械と堆肥化処理品の説明と見学をしてい
ただきます。
戸田家では、長年にわたり、リサイクルシステムの構築や、資源利用効率の
向上、省エネ、水の効率的活用など様々な環境保全活動を実施しており、こ
れらの取り組み全体の説明も可能です。
また、女性が働きやすい環境や、外国人雇用を積極的に行うなど、誰もが活
躍できる社会の実現に向けても取り組んでいます。

参加可能人数 80名（要相談）

料金 無料

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩5分。大型バス駐車場あり。

その他備考 その他の見学・説明等は相談に応じます。

◆学びのポイント
・20年以上も環境保全活動を続けてきた旅館の取り組みを現場で体感します。
・食品残渣システム等のSDGsへの取り組みの考え方や仕組みについて学びます。
・宿泊業ができるSDGsの社会貢献、お客様へのサービス提供の仕組みを考えます。

■お問合せ・お申込み
戸田家 ☎0599-25-2500
メール：info@todaya.co.jp WEBサイト：https://www.todaya.co.jp
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1丁目24-26

鳥羽で学ぶSDGs⑪：戸田家

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

20～25名 無料 約10分

見学

13

mailto:info@todaya.co.jp
https://www.todaya.co.jp/


ホテルが取り組むSDGs（講話）

項目 内容

プログラム内容 ホテルができるSDGsへの取組についてご説明します。
・食品ロスの削減
・地域への配慮（地域へ還元するプランやイベントの開催等）
・SDGsの普及啓発（自社内でSDGsに関するコンテストを毎年行い、従業員
の意識付けとともに新しい取組を実践） 等

参加可能人数 要相談

料金 要相談

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩10分。無料シャトルバスあり。大型バス駐車場あり。

その他備考

◆学びのポイント
・ホテルは宿泊、飲食、温浴施設等、様々なサービスを提供する場です。そこでできるＳＤ
Ｇsへの取組について学びます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽国際ホテル ☎0599-25-3121
メール：toba@iseshimaresort.com WEBサイト：https://www.tobahotel.co.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1丁目23-1

鳥羽で学ぶSDGs⑫：鳥羽国際ホテル

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

要相談 要相談 30分

講話
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食育・海の食材について（講話）

項目 内容

プログラム内容 食材として不要な部分がほとんどない魚の話を交えながら、当館の料理長を
含む職員が食育の講話を行います。
講師は、同館の統括料理長（平成29年、専門調理食育推進員認定証受賞）を
はじめとしたスタッフが対応します。
魚はその大部分を食材として使われており、最終的に捨てるところはほとん
どありません。海の幸から恩恵を受け、興味を持つことで自然への学びを深
められると考えます。

参加可能人数 270名（最大） ※夕食前、食事会場とは別の会場で行います。

料金 会場費10,000円～（料金は要相談。）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車約10分。大型バス駐車場あり。

その他備考
（条件等）

時期は不問ですが、宿泊ご利用の方に限ります。

◆学びのポイント
・食と自然と尊重しようという意識を育み、食と自然のつながり・仕組みについて考えます。
・何気なく食べている食事について、食を通して自然や社会のことを学びます。
・自宅に帰ってからも、食事のメニューひとつひとつについて自然との関係を考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽シーサイドホテル ☎0599-25-8181
メール：hanbai5@tobaseasidehotel.co.jp WEBサイト：https://www.tobaseasidehotel.co.jp/
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島1084

鳥羽で学ぶSDGs⑬：鳥羽シーサイドホテル

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

270名（最大） 会場費10,000円～ 約20分

講話
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特別講演「持続可能な真珠養殖」

項目 内容

プログラム内容 かけがえのない海の環境保全に努め、真珠養殖を魅力ある産業として未来に
つなげるミキモトグループの取り組みをわかりやすくご説明いたします。

参加可能人数 20～60名（相談可能）

料金 １講座5,000円（人数に関係なく１講義料金です）
別途、ミキモト真珠島入場料金が必要です。
個人：大人1,650円、小人（小・中学生）820円
団体（20名以上）：大人1,320円、小人（団体中）660円
学生団体：高校生770円、中学生550円、小学生440円

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩5分。

◆学びのポイント
・なぜ、真珠養殖を始めたのか。今のSDGsの考えにつながる取組の考え方を学びます。
・ミキモト真珠島の展示や海女さんの実演から、真珠の歴史や価値を学びます。
・自然を守る、生物資源を守ることについて、何が大切なのかを考えます。

■お問合せ・お申込み
ミキモト真珠島 ☎0599-25-2028 FAX:0599ｰ25ｰ2655
メール：info@pearl-island.jp WEBサイト：http://www.mikimoto-pearl-museum.co.jp
〒517-8511 三重県鳥羽市鳥羽1丁目7ｰ1

鳥羽で学ぶSDGs⑭：ミキモト真珠島

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

20～60名 5,000円（１講義） 60分

講話
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自分で作ろう！ハンドクリーム体験
可能な限り廃棄物を出さない取り組みを学ぼう!!

項目

プログラム内容 真珠由来成分の「パールコンキオリン」を使用したハンドクリーム作り体験
です。ミキモトグループでは、自然環境保全のため真珠養殖から製品の生産
まで可能な限り廃棄物を出さない独自の取り組みを行なっています。この体
験では、ジュエリーに使用できない品質の真珠から取り出したタンパク質
（コンキオリン）を使ったハンドクリームを作ります。
（最小催行10名～最大30名程度、１人1,600円（税込：入場料別途）
※ハンドクリームはお持ち帰りいただけます。

参加可能人数 20～60名（相談可能）

料金 １人1,600円
別途、ミキモト真珠島入場料金が必要です。
個人：大人1,650円、小人（小・中学生）820円
団体（20名以上）：大人1,320円、小人（団体中）660円
学生団体：高校生770円、中学生550円、小学生440円

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩5分。

◆学びのポイント
・真珠のタンパク質成分を活用したハンドクリーム作りを体験します。
・真珠からなぜハンドクリームが生まれるのか、その理由と仕組みを学びます。
・産業廃棄物を出さない商品づくりについて、どのような可能性があるのか考えます。

■お問合せ・お申込み
ミキモト真珠島 ☎0599-25-2028 FAX:0599ｰ25ｰ2655
メール： info@pearl-island.jp WEBサイト：http://www.mikimoto-pearl-museum.co.jp
〒517-8511 三重県鳥羽市鳥羽1丁目7ｰ1

鳥羽で学ぶSDGs⑮：ミキモト真珠島

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

10～30名 1,600円 30～40分

体験
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古来から続く海女漁を知る
（現役の海女から海を守りながら続く海女漁のことを学ぶ）

項目 内容

プログラム内容 海女漁で冷えた身体を暖める海辺の小屋「海女小屋」で現役の海女さんの話
を聞きながら、海女漁で採ったさざえなどを食べることができます。
海女漁は、考古学的には5000年前から行なわれていたとされており、その
漁法は今も変わりません。
現役の海女が日本一多いまち相差で、元気な現役の海女さんとのふれあいも
貴重な体験ですが、水産資源が枯渇しない海女漁の持続可能な仕組みなどの
気づきが得られます。
①：海女小屋体験おやつ体験
②：海女小屋体験ランチ体験
※希望者は海女の磯着を着用することができます。

参加可能人数 40名まで

料金 2000円～3500円（食事内容人数による）

アクセス かもめバス（路線バス）鳥羽バスセンター～ 相差（石神さん前） 徒歩5分

その他備考 事前の予約が必要です

◆学びのポイント
・海女小屋で現役の海女さんから海女漁の話などききながら食事ができます。
・海女漁とは、どんな漁法でどんな海の幸をどんな時期にとるのかを学びます。
・古来から続く海女漁の持続可能な漁法・ルールについて考えます。

■お問合せ・お申込み
相差海女文化資料館 ☎0599-33-7453 
メール：amabunka.o@bz03.plala.or.jp WEBサイト： https://osatsu.org/
〒517-0032 三重県鳥羽市相差町1238

鳥羽で学ぶSDGs⑯：海女小屋相差かまど

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

40名まで 2,000円～3,500円/人
（食事内容人数による）

約60～90分

体験
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Experience sustainable Ama culture
現役海女の語りや海女手作りの料理を楽しみ、3000年続く

サスティナブルな海女文化を体験しよう！

項目 内容

プログラム内容 日本一海女が多い鳥羽市相差町で現役海女とふれあえる体験施設です。
3000年続く海女漁は、持続可能な漁獲ができるよう、資源を保護しながら
漁を行っています。SDGsについて考える貴重な機会になります。海女漁の
話を聞きながら、海女が獲った魚介を味わい、地元の相差音頭を踊ったり、
海女着体験もできます。教育旅行、ワーケーション、インバウンドのプログ
ラムとしても相応しい体験プログラムです。

参加可能人数 1～100名

料金 １人につき、おやつ体験：2,800円、料理体験：4,500円～

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車約25分。鳥羽駅から無料送迎バスあり。大型バス駐車
場あり。

その他備考 要予約。

◆学びのポイント
・的矢湾に面した海女小屋で、現役海女が命がけの素潜り漁と日々の生活につい
て語り、サスティナブルな海女文化にふれることができます。

・海女が獲った新鮮な魚介を味わい、海の資源の大切さを学ぶことができます。
・海女着体験や海女と一緒に踊ったり、ここならではの貴重な体験ができます。

■お問合せ・お申込み
海女小屋はちまんかまど ☎0599-33-1023 FAX:0599-33-1022
メール: info@amakoya.com WEBサイト：https://amakoya.com
〒517-0032 三重県鳥羽市相差町819

鳥羽で学ぶSDGs⑰：海女小屋はちまんかまど

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

1～100名 おやつ体験：2,800円
料理体験：4,500円～

75分

体験
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地産地消の食循環を学ぶプログラム

項目 内容

プログラム内容 鳥羽マルシェは、鳥羽で獲れた海産物や鳥羽で生産された農作物の産直市場で
す。鳥羽の郷土食を中心とした地物ビュッフェレストラン（7/1現在ビュッ
フェ中止・地物レストランにて営業）を併設し、鳥羽の持つ魅力を存分に味わ
うことのできる施設です。
地産地消にこだわり、生産者と市民や観光客を結ぶ場所として、鳥羽市内での
食材の生産と供給の仕組み、域内循環について見学と説明を通じて学びます。
・鳥羽マルシェ見学：約15分
・鳥羽マルシェの立上げ・コンセプト・仕組み説明：小学生約15分

中学生約30分

参加可能人数 最大40名（要相談） ※店内見学は8名程度の小グループ分けなどで対応

料金 小学生無料（パンフレットのみお渡し）
中学生（1団体で5,000円・別途資料付）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩2分。鳥羽マリンターミナルから徒歩3分。

その他備考
（条件等）

団体での食事（お弁当対応も含む）については、料金・食事場所等相談に応じ
ます。

◆学びのポイント
・鳥羽市内の漁業と農業の生産物を販売する現場で、鳥羽の食材を体感します。
・生産者と市民・観光客をつなぐ産直市場について、その仕組みを学びます。
・地産地消にこだわり、生産者と消費者のしあわせをつくる食循環について考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽マルシェ ☎0599-21-1080 FAX:0599‐21-1081
メール：info@tobamarche.jp WEBサイト：https://tobamarche.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1丁目2382ｰ42

鳥羽で学ぶSDGs⑱：鳥羽マルシェ

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

最大40名（要相談） ①小学生無料 ②中学生以上有料 ①約30分 ②約45分

見学
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海ゴミ被害現場で学ぶ海ゴミ対策
海ゴミ被害現場で対策（清掃活動、発生抑制等）勉強会

項目 内容

プログラム内容 太平洋側を代表する海ゴミ被害の海岸、答志島・奈佐の浜などで、海ゴミ被
害の現況の視察やボランティアによる清掃活動・発生抑制対策など海ゴミ対
策の実態の勉強会等をご提案します。
プログラム案：現地へ移動後、海ゴミの現況を視察。

併せて海ゴミについての勉強会を実施。
※ご希望の場所や時期等により、ご提案できない場合もあります。

参加可能人数 30名（要相談）

料金 要相談（実施プログラムの内容によってご提示します）

アクセス 要相談（実施プログラムの内容によってご提示します）

その他備考
（条件等）

雨天時には中止（開催３日前までに判断します）もしくは事前に代替案を検
討します。

◆学びのポイント
・太平洋側を代表する海ゴミ被害の現場から海ゴミの実態を体感します。
・なぜここにゴミが流れてくるのか、どう対策したらよいのかを現場の話から学びます。
・普段の生活のなかでのゴミの排出について、それがどう影響を与えるのかを考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽市役所環境課 ☎0599-25-1147
メール：hozen@city.toba.lg.jp WEBサイト：https://www.city.toba.mie.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽3丁目1-1

鳥羽で学ぶSDGs⑲：鳥羽市

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

30名 要相談 約3時間
（移動時間含む）

見学 その他
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「海を知る・守る・考える」講座

項目 内容

プログラム内容 沿岸環境や地球環境の変化を受けて、水産生物の生態や現存量などにも変化
が生じ、これまでの水産業や消費活動の在り方、地域環境との付き合い方に
も変化を余儀なくされています。「新しい鳥羽の水産」「新しい沿岸環境保
全」を考える必要がありますが、そのためにも従来の水産や現在の沿岸環境
にどんな変化が起こっているのか、それに対してどのような策を講じており、
課題は何なのかを知ることが大切です。
研究所ツアーとしては、研究所内の設備見学のみの簡易なものから、近場の
海岸に出かけ磯の生物に触れながら海について考えたり、鳥羽の海の現状な
どを講座を通して知ってもらい、みんなで考えてみるワークショップなども
可能です。

参加可能人数 40名（要相談）

料金 要相談（資料代等）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩約15分。

その他備考
（条件等）

雨天時の対応は相談に応じます。

◆学びのポイント
・黒のり、わかめなど海藻の養殖のことを学べます。
・近くの海岸へ行き、磯に暮らす動物や海藻を見ながらそれらの役割などを知ることができます。
・海藻群落など沿岸の生態系や海洋の生物資源、持続可能性について考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽市水産研究所 ☎0599-25-3316 FAX:0599ｰ25ｰ3316
メール：suisan-kenkyu@city.toba.lg.jp WEBサイト：https://www.city.toba.mie.jp/suisan
〒517-0015 三重県鳥羽市小浜町641-9

鳥羽で学ぶSDGs⑳：鳥羽市水産研究所

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

40名（要相談） 要相談 約60～90分

体験講話
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リサイクルパーク見学
(市民参加によるゴミの資源循環等の取り組み）

項目 内容

プログラム内容 鳥羽市リサイクルパークはＮＰＯが運営主体となって資源物の回収拠点の設
置や環境教室等を開催することで、ごみの減量化とリサイクルを通じた市民
の交流の場となっています。2,000円で生ごみ堆肥化講座を受講する事がで
き、受講する事で貰える生ごみ堆肥化ケース「ひなたぼっこ」を活用して、
家庭から出る生ごみを堆肥に変える取り組みを行っています。
家庭で1次処理をした生ごみをリサイクルパークで発酵させて完熟堆肥に仕
上げ、出来がった生ごみ堆肥は、家庭菜園などで有機栽培に使われます。
・プログラム①：鳥羽リサイクルパークの概要と取り組みの説明
・プログラム②：施設内見学（説明しながら施設を見学いただきます）

「ひなたぼっこ」による堆肥化、資源回収の仕組み等

参加可能人数 （要相談） ※大人数の場合は、グループ分けなどで見学対応します。

料金 要相談（資料代等）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車約5分。バスで８分。大型バス駐車場あり。

その他備考
（条件等）

特になし

◆学びのポイント
・鳥羽市民が参加してリサイクルを実現している様子を現場から体感します。
・鳥羽市リサイクルパークの役割や機能から、ゴミ資源の再循環について学びます。
・普段の生活のなかで出るゴミのことや、その再活用について考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽市リサイクルパーク ☎0599-25-9200 FAX:0599-26-3959
WEBサイト：https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/recycle/gyomu/gomi/recycle/1919.html
〒517-0022  三重県鳥羽市鳥羽大明東町2-2090-420

鳥羽で学ぶSDGs㉑：鳥羽市リサイクルパーク

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

（要相談） 要相談 約60分
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黒メダカの保護活動学習プログラム

項目 内容

プログラム内容 ユネスコ認定の絶滅種の黒メダカの保護活動の見学、学習プログラム。

参加可能人数 5～150名

料金 1人500円（教育旅行用）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅から車5分。無料送迎バスあり。大型バス駐車場あり。

その他備考
（条件等）

◆学びのポイント
・旅館が黒メダカを保護している池「めだかの学校」で、メダカの生態を見学します。
・ユネスコ認定の絶滅種である黒メダカを保護する理由から自然や環境について学びます。
・メダカ以外の絶滅種の生物の保護について考えます。

■お問合せ・お申込み
扇芳閣 ☎0599-25-3151
メール：info@senpokaku.com WEBサイト：https://www.senpokaku.com
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽2丁目12-24

鳥羽で学ぶSDGs㉒：扇芳閣

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

5～150名 500円（教育旅行用） 約15～60分

見学
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水族館から学ぶSDGs（教育セミナー）

項目 内容

プログラム内容 飼育員の話から多様性の大切さを学び、自然界の一員としてどう行動するか
考える機会を提供。
動物が大好きな水族館スタッフが、飼育を通して知った動物たちの姿などを
楽しくお話します。

参加可能人数 制限なし。要相談でオンライン対応も可能。

料金 1人200円 対象：小学生以上（職員と保護者は無料）

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩10分。大型バス駐車場あり。

その他備考
（条件等）

会場は宿泊先（派遣範囲は、伊勢～大王町船越（離島は不可））
時間は19時～20時。水族館内で実施の場合は要相談。

◆学びのポイント
・水族館の飼育員の方から直接お話を聞く体験ができます。
・生き物の生態の話から、多様性の大切さを学びます。
・自然界で暮らす一員としてどう行動するのかを考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽水族館 ☎0599-25-2555
WEBサイト：https://aquarium.co.jp
〒517-8517 三重県鳥羽市鳥羽3丁目3-6

鳥羽で学ぶSDGs㉓：鳥羽水族館

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

制限なし 200円（※別途入館料） 最大1時間

講話
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エネルギーを大切にした公共交通
（伊勢湾フェリーでの移動体験）

項目 内容

プログラム内容

操舵室見学

カーフェリーの運転をする操舵室を移動しながら見学（体験）できます。
★見学（体験）ができない場合
・夜間運航や荒天時（船長判断となります）
・新型コロナウイルス感染症が感染拡大した場合

参加可能人数 1班約20名

料金 乗船運賃のみ

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より徒歩10分

その他備考
（条件等）

小学生～高校生の対象プログラムです

◆学びのポイント
・エネルギーのことや、海を守ることなど、海上交通としてSDGsに貢献できることを学び
ます。

■お問合せ・お申込み
伊勢湾フェリー ☎0599-26-7600 FAX: 0599-26-3337
メール: gyoumu@isewanferry.co.jp WEBサイト：https://www.isewanferry.co.jp
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽3丁目1484-111

鳥羽で学ぶSDGs㉔：伊勢湾フェリー

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

80名 乗船運賃のみ 要相談

見学
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アマモ場（磯）の生きもの観察

項目 内容

プログラム内容 海の博物館の近くのアマモ場に出て、生きものを観察し浅い海の豊かな生き
ものにふれて、海の環境を学びます。

参加可能人数 15～100名

料金 1人300円。別途入館料が必要となります。
入館料：一般800円、学生400円

団体（20人以上～100人未満）：一般720円、学生320円
団体（100人以上）：一般640円、学生280円

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車で約30分。
JR・近鉄鳥羽駅より、パールロード経由のかもめバスで約35分。「海の博物
館前」下車すぐ

その他備考
（条件等）

雨天時には館内での体験等の代替を提案します。

◆学びのポイント
・鳥羽の海で生息する藻類等を見ながら、また海辺へ出てその実態を体感します。
・海の生物を通して、海の実態や、魚たちが育つ海の環境について学びます。
・ここで学んだことを基に、自分のまちの自然環境について考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽市立海の博物館 ☎0599-32-6006 FAX：0599-32-5581
WEBサイト：http://www.umihaku.com
〒517-0025 三重県鳥羽市浦村町大吉1731-68

鳥羽で学ぶSDGs㉕：鳥羽市立海の博物館

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

15～100名 300円（別途入館料） 45～90分
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海女や漁師の資源保護の取り組み
(映画とお話)

項目 内容

プログラム内容 海女や漁師は、さまざまな決まりを作り、守りながらアワビや伊勢えびなど
の海の生きものを獲っています。その決まりや歴史などを学びます。館内に
は海女をはじめとする鳥羽・志摩地域の漁業と漁村文化について紹介してい
るほか、海の環境保護についての展示も行っています。

参加可能人数 15～100名

料金 入館料のみで対応します。
入館料：一般800円、学生400円

団体（20人以上～100人未満）：一般720円、学生320円
団体（100人以上）：一般640円、学生280円

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車で約30分。
JR・近鉄鳥羽駅より、パールロード経由のかもめバスで約35分。「海の博物
館前」下車すぐ

その他備考
（条件等）

屋内で実施のため、雨天対応可能です。

◆学びのポイント
・日本で最も海女がいる鳥羽。その鳥羽の海女や漁師の実態や資源保護について学びます。
・海の博物館の各種展示から、海の文化や歴史、生活等を学びます。
・展示や映画、お話を通して、生き物との関係や、海を守ることについて考えます。

■お問合せ・お申込み
鳥羽市立海の博物館 ☎0599-32-6006 FAX：0599-32-5581
WEBサイト：http://www.umihaku.com
〒517-0025 三重県鳥羽市浦村町大吉1731-68

鳥羽で学ぶSDGs㉖：鳥羽市立海の博物館

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

1～100名 入館料のみ 30～90分
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Clean up the Beach with Ama
現役海女とふれあい、サスティナブルな海女文化体験

項目 内容

プログラム内容 日本一海女が多い鳥羽市相差町で現役海女とふれあえる体験施設です。
3,000年続く海女漁は、持続可能な漁獲ができるよう、資源を保護しながら
漁を行っています。海女漁の話を聞きながら、海女が獲った魚介を味わい、
地元の相差音頭を踊ったり、海女着体験もできます。オプションとして、海
女小屋前の浜で、海女さんと一緒に漂着した海洋プラスチックごみ等を拾う
ビーチクリーンは社会貢献として、環境問題やSDGsについて考える貴重な
機会になります。教育旅行、ワーケーション、インバウンドのプログラムと
しても相応しい体験プログラムです。

参加可能人数 1～100名

料金 １人1,000円。海女小屋体験のオプションプログラムにつき、別途海女小屋
体験料が必要となります。

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車約25分。鳥羽駅から無料送迎バスあり。大型バス駐車
場あり。

その他備考
（条件等）

ゴミ袋、手袋、保険込み。要予約。

◆学びのポイント
・現役の海女と話し、海女が獲った魚介を食べながら触れ合い体験ができます。
・海女と一緒に海岸清掃をし、そこから海の大切さを学びます。
・海女文化の必要性や海の環境について考えます。

■お問合せ・お申込み
海女小屋はちまんかまど ☎0599-33-1023 FAX:0599-33-1022
メール: info@amakoya.com WEBサイト：https://amakoya.com
〒517-0032 三重県鳥羽市相差町819

鳥羽で学ぶSDGs㉗：海女小屋はちまんかまど

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

1～100名 1,000円
（別途海女小屋体験料）

30～45分

体験
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自然と相談して生まれた養殖技法を学ぼう！

『あさり養殖体験ツアー』

項目 内容

プログラム内容 ●海の博物館駐車場集合後、漁師と合流
●小⽩浜（あさり養殖を行っている浜辺）に移動
●漁師からあさりの養殖技法について教えてもらいながら、あさりの収穫体
験（あさりの選別作業）

●ビーチクリーン活動（希望者）
●お土産用あさりを受け取り、小⽩浜にて解散

参加可能人数 4人～100人（要相談）

料金 基本料金：13,200円（4名まで）
追加料金：3,300円／大人1名） 2,200円／小学生1名

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車で約25分

その他備考
（条件等）

【開催可能時期】4月～5月下旬、7月～9月下旬
※その日の潮の満ち引きによって開催可能時刻は変動となります（要相談）
【持ち物】
飲み物、汚れても良い格好、帽子、長靴orサンダル（推奨）カッパ（任意）
※雨天時の対応は相談に応じます。
※荒天時によって中止となる場合がございます

◆学びのポイント
・海洋汚染の影響を受けてあさりが住みづらくなってしまった浜に、あさりにとって居心地の
良い生息環境を整え、成長を促す養殖技法を漁師さんと交流をしながら学ぶことができます。
・あさりの養殖体験を通して、海の環境問題や持続可能な海についても考えます

鳥羽で学ぶSDGs㉘：伊勢志摩 漁村アクティビティ

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

４～100人
（要相談）

基本料金：13,200円（4名まで）
追加料金：3,300円（大人1名）

2,200円（小学生１名）

約30～60分
※潮の満ち引きによって開催時

刻は変動します（要相談

■お問合せ・お申込み
伊勢志摩 漁村アクティビティ ☎070-1645-2221（10：00～17：00 ※不定休）
メール: info@gyoson-activity.com WEBサイト：https://gyoson-activity.com/
〒517-0025 三重県鳥羽市浦村町

体験
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牡蠣養殖イカダへ行き、漁師と⼀緒に養殖体験！

『牡蠣イカダクルージング』

項目 内容

プログラム内容 ●駐車場集合後、漁師と合流
●漁船に乗りこみ出発︕
●湾内を巡りながら牡蠣養殖イカダまでクルージング
●漁師さんから牡蠣の養殖方法を聞いたり、牡蠣ロープを持ってみたり、
牡蠣イカダに乗って記念撮影など（希望者）

●クルージング終了後お土産用牡蠣を受け取り、解散

参加可能人数 4人～10人（要相談）

料金 基本料金：15,200円（4名まで）
追加料金：3,800円／大人1名） 2,800円／小学生1名

アクセス JR・近鉄鳥羽駅より車で約25分

その他備考
（条件等）

【開催可能時期】
11月～3月頃（要確認）
【持ち物】
汚れても良い格好、長靴orサンダル（推奨）、カッパ（任意）、お土産（牡
蠣）用の容器（発泡スチロールなど）※約3個/お一人さま
※雨天中止 ※海の状況よって中止となる場合もございます

◆学びのポイント
・・鳥羽の海に浮かぶ牡蠣イカダまで実際に行き、漁師さんと交流しながら牡蠣の養殖につ
いて学ぶことができます。
・牡蠣養殖に必要となる豊かな自然の環境や循環（山や海の恵み）についても考えます

鳥羽で学ぶSDGs㉘：伊勢志摩 漁村アクティビティ

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

４～10人（要相談）
基本料金：15,200円（4名まで）
追加料金：3,800円（大人1名）

2,800円（小学生1名）

約30～60分

■お問合せ・お申込み
伊勢志摩 漁村アクティビティ ☎070-1645-2221（10：00～17：00 ※不定休）
メール: info@gyoson-activity.com WEBサイト：https://gyoson-activity.com/
〒517-0025 三重県鳥羽市浦村町

体験
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島からのおくりものツアー
（釣り体験または島内散策）

項目 内容

プログラム内容 フィールドは鳥羽の離島。鳥羽（本土側）からは船で約20分。釣り体験と島内
散策から希望のコースを選択し、どちらか1つの体験を行います。釣り体験も
しくは島内散策を通して、海の環境や自然とともに生きる人間の知恵や工夫を
感じましょう。島内散策ではガイドと一緒に島を歩きます。疑問に思ったこと
を島の人に聞いたり、ガイドが解説したりします。釣り体験を通して資源保護
や海の環境（漂着ごみ）についても考えます。島での生活を維持するための工
夫や、気候変動などによる漁業への影響などについても触れる機会になります。

参加可能人数 最大100名（最少催行人数10名）

料金 1人1,950円（税込） ※小学生・30名以上の場合。中学生以上や29名以下の
場合は別途料金体制があります。

アクセス JR・近鉄鳥羽駅から徒歩約７分（集合場所：鳥羽マリンターミナル）

その他備考
（条件等）

◆釣りコースと島内散策コースの選択になります。（それぞれのコースにガイ
ドがつきます）／◆実施日の３週間前までに釣り体験・島内散策、それぞれの
人数をお知らせください。／◆資源保護の観点から、釣り体験の人数を制限し
ています。【80人/１日】【1,500人/１年】
◆雨天時（島に渡る場合）は雨天プログラムを実施します。
◆荒天時（船が欠航の場合など）は本土側で荒天プログラムを実施します。

◆学びのポイント
・釣り体験では、海の生物を通して自然保護や海の環境（漂着ごみ）についても学びます。
・島内散策では、ガイドと一緒に島を歩き、島の生活や漁業について学びます。
・島での生活を維持するための工夫や、気候変動などによる漁業への影響などについても触れます。

■お問合せ・お申込み
海島遊民くらぶ ☎0599-28-0001 FAX:0599-25-1300
メール：kurage@oz-group.jp WEBサイト：https://www.oz-group.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1丁目4-53

鳥羽で学ぶSDGs㉙：海島遊民くらぶ

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

最大100名 １人1,950円 約3.5時間

体験
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島からのおくりものツアー
（釣り体験と島内散策）

項目 内容

プログラム内容 フィールドは鳥羽の離島。鳥羽（本土側）からは船で約20分。釣り体験と島内
散策の２つの体験を行います。体験を通して、海の環境や自然とともに生きる
人間の知恵や工夫を感じましょう。島内散策ではガイドと一緒に島を歩きます。
疑問に思ったことを島の人に聞いたり、ガイドが解説したりします。釣り体験
を通して資源保護や海の環境（漂着ごみ）についても考えます。島での生活を
維持するための工夫や、気候変動などによる漁業への影響などについても触れ
る機会になります。

参加可能人数 最大80名（最少催行人数10名）

料金 1人2,800円（税込）※小学生・30名以上の場合。中学生以上や29名以下の場
合は別途料金体制があります。

アクセス JR・近鉄鳥羽駅から徒歩約７分（集合場所：鳥羽マリンターミナル）

その他備考
（条件等）

◆釣り体験、島内散策にはガイドがつきます。
◆資源保護の観点から、釣り体験の人数を制限しています。【80人/１日】
【1,500人/１年】
◆雨天時（島に渡る場合）は雨天プログラムを実施します。
◆荒天時（船が欠航の場合など）は本土側で荒天プログラムを実施します。

◆学びのポイント
・釣り体験では、海の生物を通して自然保護や海の環境（漂着ごみ）についても学びます。
・島内散策では、ガイドと一緒に島を歩き、島の生活や漁業について学びます。
・島での生活を維持するための工夫や、気候変動などによる漁業への影響などについても触れます。

鳥羽で学ぶSDGs㉙：海島遊民くらぶ

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

最大80名 １人2,800円 約5時間

■お問合せ・お申込み
海島遊民くらぶ ☎0599-28-0001 FAX:0599-25-1300
メール：kurage@oz-group.jp WEBサイト：https://www.oz-group.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1丁目4-53

体験
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島からのおくりものツアー
（釣り体験と島内散策とアクセサリー作り）

項目 内容

プログラム内容 フィールドは鳥羽の離島。鳥羽（本土側）からは船で約20分。釣り体験と島内
散策とシーグラスを使ったアクセサリー作りを行います。島内散策では、ガイ
ドと一緒に島を歩きます。疑問に思ったことを島の人に聞いたり、ガイドが解
説したりします。釣り体験では、資源保護や海の環境（漂着ごみ）についても
考えます。シーグラスを使ったアクセサリー作りを通して、漂着ごみ問題の解
決に向けた具体的な取り組みについて考えます。

参加可能人数 最大80名。（最少催行人数10名）

料金 1人3,300円（税込）※小学生・30名以上の場合。中学生以上や29名以下の場
合は別途料金体制があります。

アクセス JR・近鉄鳥羽駅から徒歩約７分（集合場所：鳥羽マリンターミナル）

その他備考
（条件等）

◆釣り体験、島内散策、アクセサリー作りにはガイドがつきます。
◆資源保護の観点から、釣り体験の人数を制限しています。【80人/１日】
【1,500人/１年】
◆雨天時（島に渡る場合）は雨天プログラムを実施します。
◆荒天時（船が欠航の場合など）は本土側で荒天プログラムを実施します。

◆学びのポイント
・釣り体験では、海の生物を通して自然保護や海の環境（漂着ごみ）についても学びます。。
・島内散策では、ガイドと一緒に島を歩き、島の生活や漁業について学びます。
・シーグラスを使ったアクセサリー作り通して、漂着ごみ問題の解決に向けた具体的な取り
組みについて考えます。

鳥羽で学ぶSDGs㉙：海島遊民くらぶ

参加可能人数 料金（消費税込） 所要時間

80名（要相談） １人3,300円 約6～7時間

■お問合せ・お申込み
海島遊民くらぶ ☎0599-28-0001 FAX:0599-25-1300
メール：kurage@oz-group.jp WEBサイト：https://www.oz-group.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1丁目4-53

体験
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シーグラスを使ったクラフト体験

項目 内容

プログラム内容 シーグラス（波で角が削られたガラス）や貝殻を使ってクラフト体験(ジェル
キャンドル作り・アクセサリー作り・マグネット作り・フォトフレーム作り）
を行います。シーグラスを通して漂着ごみ問題についても考えます。

参加可能人数 最大100名。小グループでの対応も可（要相談）

料金 1人1,200円～（税込）
※クラフトの内容により、金額や所要時間は異なります。

アクセス JR・近鉄鳥羽駅から車で約５分の会場（会場により異なります。お問合せくだ
さい。）

その他備考
（条件等）

・ジェルキャンドル作り（49名以下：1,850円 ／50名以上：1,300円）
・アクセサリー作り（１個）＋マグネット作り（１個）：1,200円
・マグネット作り（２個）：1,200円
・フォトフレーム作り：2,000円

◆学びのポイント
・シーグラスや貝殻を使ったクラフト体験。
・シーグラスを通して海の漂着ごみについて考えます。
・個性がキラリと輝く作品は旅の思い出にも︕

鳥羽で学ぶSDGs㉚：海島遊民くらぶ

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

最大100名 １人1,200円～ 約1時間

■お問合せ・お申込み
海島遊民くらぶ ☎0599-28-0001 FAX:0599-25-1300
メール：kurage@oz-group.jp WEBサイト：https://www.oz-group.jp/
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1丁目4-53

体験
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答志島でのSDGs体験プログラム
（シークラフト、干物作り、魚釣り、海女の話等）

項目 内容

プログラム内容 鳥羽から船で約15分の答志島。離島での様々な体験を通して、島の暮らしや漁
業の仕組み、海に囲まれた島ならではの自然環境について学びます。
学びの対象として様々なプログラムを用意しています。学習の目的や日程に合
わせて以下のような体験プログラムを用意します。
・シークラフト体験（700円～） ・干物作り体験（1,500円）
・魚釣り体験（1,500円） ・海女の話／漁師の話（500円）
・路地裏ビンゴゲーム（700円）・市場見学（300円） 等
スタッフは島で暮らす島人たちです。島人との触れ合いを通じて、SDGsにつ
いて考えます。

参加可能人数 4人～150名（要相談）※体験内容によって相談に応じます。

料金 各種体験プログラムによって料金が異なります。団体料金対応あり。

アクセス 鳥羽マリンターミナル（佐田浜港）より船15分。（集合場所：答志島和具港）
大型バスは佐田浜港駐車場に停められます。

その他備考
（条件等）

目的や人数等によってプログラムを提案します。団体様用チャーター船の申し
込みも可能。各種プログラムを組み合わせた半日、１日コースも提案します。
雨天時は対応要相談（代替案を提示）。実施の時期は相談に応じます。

◆学びのポイント
・鳥羽の離島・答志島での島文化や島の資源を活用した様々な体験ができます。
・島で暮らす人たちとの触れ合いにより、対話をしながら島の暮らしを学びます。
・海に囲まれた島の生活や産業の仕組みについて、島での体験を通してSDGsを考えます。

■お問合せ・お申込み
島の旅社 ☎0599-37-3339
メール：info@shima-tabi.net WEBサイト：https://www.shima-tabi.net/
〒517-0002 三重県鳥羽市答志町943

鳥羽で学ぶSDGs㉛：島の旅社

参加可能人数 料金（１人・消費税込） 所要時間

4～150人（要相談） 300～3,500円 30～90分

体験
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