伊勢志摩教育旅行
SDGsプログラム

作成：伊勢志摩学生団体誘致委員会

鳥羽市

「海の環境（漂着ごみ）」について学ぶ

鳥羽市

漂着物を拾い、漂着ゴミについて考える

1

シーグラスでクラフト体験

5

ビーチコーミング
海が荒れた後、海辺に
出かけると、多くの漂着
物を見つけることができ
ます。流木、貝殻、海藻類
などの自然物とプラス
チック、ガラス、缶などの
人工物があります。これ
らを観察することで、海
辺の自然環境の現状を
知り、海の環境について
考えます。

鳥羽湾に流れ着くシーグラス(漂着ゴミ)から海の環境、海と森とのつ
ながりについて考えます。クラフト体験では、伊勢志摩で採れる海藻な
どを使ったジェルキャンドルやマグネットなどを作ることができ、森か
らの恵みについても触れることができます。
人数：100名

時間：30～６０分

時期：通年

人数：１０～６０名

時間：120分

時期：４～１０月(干潮時)

鳥羽市

島から学ぶ！海の環境！

鳥羽市

海洋資源の保全について学ぶ

2

釣り体験・島内散策・磯観察など

6

海女文化と「貝紫染め」体験

釣り体験や磯観察では、
海の生物を通して自然保
護や海の環境（漂着ごみ）
についても考えます。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
どについても触れる機会
になります。
人数：80名

海の環境を大切にしながら
漁をする海女は、持続可能な
社会を作っていく上で大切
な存在です。資料や映像か
ら、海女の歴史や文化につい
て理解を深めてもらいます。
また、海女が魔除けの印を描
いていた天然の染料「貝紫」
で、糸や布を染める「貝紫染
め」を体験していただきま
す。

時間：3.5～7時間

人数：１０～６０名

時期：3～11月･8月除く

時間：６０分

時期：通年

鳥羽市

飼育生物についての話を聞き「海や森の豊かさ」について学ぶ

鳥羽市

産業廃棄物を再利用するエコ企画

3

教養セミナー

7

真珠成分入りのハンドクリーム作り体験

水族館スタッフから
飼育動物の特徴や生
きかたを聞き、多様性
の大切さを学びます。
私たちが豊かな海や森
を守るために、自然界
の一員としてどう考
え、どう行動していけ
ばいいのかを考える機
会を提供します。

御木本製薬とのコラボレーション企
画で、団体様向け体験イベントとして
「パールコンキリオン」を使用したハン
ドクリーム作り体験を通して、その産
業廃棄物となる部分から成分を取り
出し、ハンドクリームの成分へと再利
用するエコ企画を実施します。
※パールコンキリオンとは、真珠層にわ
ずか５％しか含まれないたんぱく質から
抽出され、高い保湿効果をもつ希少な成
分です。

※Zoomを使ったオンラ
インセミナーも可能
人数：特になし

※要予約（2週間前まで）
時間：６０分

時期：通年

人数：10～30名

時間：約40分

時期：通年

鳥羽市

魚たちが育つ海の環境について学ぶ

鳥羽市

海の豊かさを守るため、海洋資源の保全について学ぶ

4

アマモ場の生きもの観察

8

【おもしろ海女講座】海女トーーーク

科学文明の発達した
現代においても、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。実際に使用する漁具の展示・紹介もしま
す。（市内の宿泊施設等に海女さんを派遣します。）

海草のアマモが生い
茂る場所は、魚の稚魚
の成育場です。潮が引
いたときにアマモ場に
行き、スズキやメバル
の稚魚や世界一小さ
いイカのヒメイカ、ヨウ
ジウオ、イカの卵など
を観察し、魚たちが育
つ海の環境について学
んでもらいます。

人数：１０～６０名

時間：６０分

人数：特になし

時期：４～１０月(干潮時)

2

時間：６０分

時期：通年

鳥羽市

鳥羽の海や水産業について学ぶ

鳥羽市

「気候変動」や「海洋資源の保全」について体験しながら学ぶ

9

鳥羽市水産研究所の海洋学習

13

漂着ゴミ拾い

地球温暖化や黒潮流路の変化、人間
活動などが海の生き物（特に海藻）の
暮らしにどんな影響を与えているか
を学びます。そして、それらが海藻養
殖業にどのような影響を与えている
かを学びます。
また、地球環境の変化だけでなく、
高齢化や少子化、ファーストフード化、
魚離れ、旬の味覚の曖昧化といった
社会の変化が漁業を主体する地域そ
のものや、海洋資源の持続可能性に
与える影響についてもお話します。
人数：10名

時間：60分

海の資源の大切
さを知り、海洋漂着
ゴミの現状を学び、
回収したゴミの分
別を行う事で、自分
たちが普段からで
きる小さな心がけ
で豊かな海を守る
ことにつながる学
習をします。

時期：要相談

時間：6０分

人数：150名(50名×3回転）

時期：通年

鳥羽市

料理長の講話を通して、食と自然の大切さを学ぶ

鳥羽市

「気候変動」や「海洋資源の保全」について学ぶ

10

食育に関する講話「海の食材について」

14

海女の話

当館の統括料理長（専門調理
食育推進員認定証受賞）をはじ
めとしたスタッフによる食育の
講話をいたします。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がほ
とんどありません。鳥羽で海の
幸をお楽しみいただくと同時
に、自然を尊重する気持ちと健
康的な食生活について考える
きっかけとしてお話します。

人数：最大３００名

時間：１５分

海女さんが実際に操業
する岩場を見ながら海
女さんの体験談や海女
道具に触れたり、採取可
能な貝のサイズの取り決
めや漁期の取り決めの
ルールなどについて理
解を深めていただき、海
洋資源の保全や持続可
能な漁の仕方や環境に
ついて学習します。

時期：通年

人数：1５０名

時間：３０分

時期：通年

鳥羽市

「気候変動」や「海洋資源の保全」について体験しながら学ぶ

鳥羽市

海女文化を体験し、みんなで海女の海をきれいにしよう！

11

シーグラスアクセサリー作り

15

海女小屋体験と海岸清掃

気候変動がこの地域
の海にどんな影響を与
えているのか、漂着ゴ
ミ問題等も交えながら
海の環境について学
習します。事前に用意
したシーグラスでレイ
アウトを考え、オンリー
ワンのシーグラスアク
セサリー作りを行いま
す。完成したら感想を
まとめます。

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。海女小屋体験
では、そんな海女漁や海の話
について、現役海女との触れ
合いを通して学ぶことがで
きます。また、漁を生業とす
る海女さんと一緒に、海洋プ
ラスチックごみなどを海岸清
掃することで、海の環境問題
について考えます。
※この体験は、「海女小屋体験」のオプションメニューとして実施しています。

人数：150名(50名×3回転）

時間：３０分

時期：通年

人数：１～１００名

時間：３０～４５分

時期：通年

鳥羽市

「気候変動」や「海洋資源の保全」について体験しながら学ぶ

鳥羽市

地域活性化の取組みを通して持続可能なまちづくりを考える

12

シェルキャンドル作り

16

「鳥羽なかまち」で「自分」を見つけよう！

かつて鳥羽の台所と呼ばれ賑わってい
た「鳥羽なかまち」は、現在シャッターが
閉まる店舗や空き家が増えています。町
内を散策し地方の町の現状を体感すると
ともに、都会からUターンしてきた女性
たちを中心に進んでいる空き家のリノ
ベーションなどの地域活性化の取組を紹
介します。最後に、各々が考えた「持続可
能なまちづくり」について、地域住民に発
表するなど交流することで、自分の住む
地域やその将来について考える機会を
創出できます。

気候変動がこの地域の
海にどんな影響を与えて
いるのか、漂着ゴミ問題
等も交えながら海の環境
について学習します。事
前に用意した貝殻等でレ
イアウトを考え、オリジナ
リティあふれるシェル
キャンドル作りを行いま
す。完成したら感想をま
とめます。

人数：150名(50名×3回転）

時間：３０分

時期：通年

人数：２０名

3

時間：２～３時間

時期：春・秋

鳥羽市

持続可能な漁業の在り方について

志摩市

海の環境保全について考える

17

石神さんガイド

21

英虞湾エコシーカヤック体験

穏やかな英虞湾で安
定性の良い２人乗りの
シーカヤックに乗って、
周遊体験をします。周
遊中にリアス海岸の美
しい景観と真珠やアオ
サノリの養殖風景を見
ていただけます。体験
後に、「海の環境を守
るお話（５分程度）」を
させていただく事も可
能です。

何歳になっても働きが
いのある仕事として、生
きがいと誇りをもって漁
をする海女たち。その海
女漁には、潜る時間、獲物
ごとに異なる漁期や装備
など、乱獲を防ぎ資源を
持続するための独自の
ルールがあります。そんな
持続可能な海女漁の在り
方について学んでいただ
きます。
人数：４０名

時間：６０～９０分

時期：通年

人数：２０～７０名

時間：６０～１２０分

時期：通年

志摩市

海の環境保全とSDGsの必要性を考える

志摩市

海洋ゴミによる海の変化や生態系への影響について考える

18

真珠講座と真珠ブレスレット作り体験

22

ミニ浜掃除体験と海女小屋体験

海洋プラスチックごみの影響によ
り、海の環境は変化し、鮑や海藻の枯
渇など水産資源の危機は深刻な問題
となっています。さとうみ庵の前の
「あづり浜」もペットボトルなど海洋ゴ
ミの漂着が見られます。ゴミを拾う
という小さな
行動を 通し
て、海で働く
人たちについ
て学び、現状
と問題点を考
えます。

英虞湾で始まった真珠
養殖の技術や工程につい
て説明し、現在直面して
いる海水温の上昇や海洋
プラスチックごみ等の問
題には、「人と自然の共
生」に向け、みんなで取り
組む必要があることを説
明します。
また、三重県産真珠を使ったブレスレットを作って身に着けることで、
SDGsの１７の目標を身近にとらえ、目標達成に向けて行動することを
促します。
人数：１０～５０名

講座３０分＋体験６０分

時期：通年

人数：３名～要相談

時間：２時間

時期：通年

志摩市

海の環境保全とSDGsの必要性を考える

志摩市

環境にやさしい取り組みを学ぶ

19

海の環境講座

23

環境施設見学

宿泊施設でのプログラ
ムです。伊勢志摩が自然
を大切に暮らしてきた歴
史や文化があることを知
ると同時に、海水温の上
昇や海洋ごみによる漁獲
量の低迷などの問題を学
習します。その上で、「今
だけ、金だけ、自分だけ」
という価値観を改め、未
来のために出来る行動に
ついて考えます。

志摩スペイン村にある環
境施設を見学しながら学
びます。太陽光発電施設
では、二酸化炭素排出量
の削減や発電の仕組み、
生活排水処理施設では汚
水を再利用と海への影
響、ごみ焼却施設では、排
ガス濃度の削減等、環境
にやさしい施設の取り組
みを学ぶことができま
す。

人数：３０～２００名

時間：３０～６０分

時期：通年

人数：8０名

時間：25～６０分

時期：通年

志摩市

海の環境保全とSDGsの必要性を考える

志摩市

「気候変動」や「海洋資源の保全」について学ぶ

20

シェルクラフト体験

24

体験ダイビング

フォトフレームに、貝殻
やビーズなどを自由に貼
り付けてオリジナルの壁
掛けを作る体験です。作
品完成後に、クラフトで使
用する貝などの海の生き
物が減少していることや、
海の高水温化やプラス
チックゴミなどの海の環
境問題について話をし、
ＳＤＧｓについて考える
きっかけを作ります。
人数：２０～１００名

体験ダイビングを通し
て、海中の動植物を紹介
します。磯焼けの原因とさ
れる石灰藻の分布状況、
環境汚染の指針となる
「汚損動物」と良好な海域
に棲む海岸動物の比較、
実際に増えてほしい海藻
の紹介など、水中観察に
より関心を深め、海洋保
全について学んでいただ
きます。
時間：６０～９０分

時期：通年

人数：１回／３名

4

時間：９０分

時期：５～１０月

志摩市

「海女文化」や「海洋資源の保全」について学ぶ

南伊勢町

命をいただき学ぶ

25

エコツアー

29

漁村体験

現役の海女さんが使用する海
女小屋を見学し、貴重な海女文
化について学びます。
リアス式海岸の漂着物を観察
し、マイクロプラスチックがいか
に多いか理解をしていただくと
共に、海洋動植物の漂着物や浅
瀬に生きる海岸動物の働きに
ついても紹介し、関心を高めて
いただきます。また、弘法大師
の井戸や古墳なども紹介して保
存伝承の大切さを伝えます。
人数：８名

時間：６０分

自然・食・人のつながりとい
う暮らしの中の「あたりまえ」
が、「アタラシイ」価値になる
かもしれない。 漁師と行く本
格的な漁業体験（魚さばき・
干物作り・磯遊びなど）など、
漁村の暮らしを味わえる体
験プランです。真鯛の餌やり
から塩釜焼きまで体験し、命
をいただく豊かさを味わっ
ていただきます。

時期：通年

人数：４０名

時間：３時間

時期：通年

志摩市

自然の循環を守ったものづくりを学ぶ

南伊勢町

自然、海から学ぶ

26

鰹いぶし小屋体験

30

リスクマネジメントセミナー

カヤックという小舟で海
へ漕ぎ出し、非日常の世
界から陸地を眺める体験
をしていただきます。風
や波を肌で感じることで、
自然の変化に敏感にな
り、海上や浜辺のゴミが
いかに自然の中で異物で
あるかを感じます。また、
リスクマネジメントやリー
ダーシップ育成、防災教
育も学べます。

ウバメガシの間伐材を使用
する焙乾の作業現場を見学
し、森と海の均衡を守る製法
の体感と伊勢志摩で何千年
と続いてきた自然の循環を
守ったものづくりを学びま
す。お出汁やおかかごはんの
試食もしていただき、先人の
食への心の在り様や、自然と
共生の大切さについて気付
く大切な時間を提供します。

人数：２０名

時間：６０分

時期：通年

伊勢市

「おもてなしの心」で

27

お伊勢さん観光ガイド

人数：５名

二千有余年の歴史を
誇るお伊勢さん。ボラ
ンティアガイドにより
思い出に残る旅のお手
伝いをします。二十年
に一度、社殿を立て替
える「式年遷宮」は、千
三百年続く、持続可能
な取組であり、SDGs
学習に通じる伝統文化
です。

人数：１～８名

時間：外宮６0分

時期：２月～１２月下旬

伊勢市

宝石真珠を、自分の手で取り出してみよう

28

真珠珠出し体験（アクセサリー付き）

アコヤ貝から真珠を取り出す体験です。取り出した真珠は、お好きな
デザインの金具でアクセサリーに仕上げお渡しします。真珠ができるま
でなどの詳しいお話や、地球温暖化などでアコヤ貝の変死なども起き
ている現状、自然を守る大切さなども学んでいただけます。

人数：100名

時間：45～６０分

時期：通年

5

時間：２日間

時期：通年

SDGsプログラム一覧
エリア

No

体験メニュー名

施設名称

1

シーグラスで
クラフト体験

海島遊民くらぶ

2

3

釣り体験・島内散策・
磯観察など

教養セミナー

SDGｓプログラム

連絡先
TEL 0599-28-0001
FAX 0599-25-1300

海島遊民くらぶ

TEL 0599-28-0001
FAX 0599-25-1300

鳥羽水族館

TEL 0599-25-2555
FAX 0599-26-3608

4

TEL 0599-32-6006
アマモ場の生きもの観察

鳥羽市立海の博物館

FAX 0599-32-5581
5

ビーチコーミング

TEL 0599-32-6006
鳥羽市立海の博物館

FAX 0599-32-5581
6

鳥
羽

7

8

海女文化と
「貝紫染め」体験

TEL 0599-32-6006
鳥羽市立海の博物館

FAX 0599-32-5581

真珠成分入りの
ハンドクリーム作り体験

ミキモト真珠島

【おもしろ海女講座】
海女トーーーク

一般社団法人
鳥羽市観光協会

FAX 0599-25-2655

エ
リ
ア

9

10

11

12

鳥羽市水産研究所の
海洋学習

鳥羽市水産研究所

食育に関する講話
「海の食材について」

鳥羽
シーサイドホテル

シーグラス
アクセサリー作り

島の旅社推進協議会

シェルキャンドル作り

TEL 0599-25-2028

TEL 0599-25-3019
FAX 0599-25-6358
TEL 0599-25-3316
FAX 0599-25-3316
TEL 0599-25-5151
FAX 0599-25-6552
TEL 0599-37-3339
FAX 0599-37-3344
TEL 0599-37-3339

島の旅社推進協議会

FAX 0599-37-3344
13

漂着ゴミ拾い

TEL 0599-37-3339
島の旅社推進協議会

FAX 0599-37-3344
14

海女の話

TEL 0599-37-3339
島の旅社推進協議会

FAX 0599-37-3344
15

16

海女小屋体験と海岸清掃

「鳥羽なかまち」で
「自分」を見つけよう！

海女小屋
はちまんかまど
合同会社
ＮＡＫＡＭＡＣＨＩ

TEL 0599-33-1023
FAX 0599-33-1022
TEL 090-9924-6008

SDGsプログラム一覧
エリア

No

体験メニュー名

施設名称

17

石神さんガイド

相差海女文化
運営協議会

18

19

真珠講座と
真珠ブレスレット作り体験

海の環境講座

志摩自然学校

連絡先

SDGｓプログラム

TEL 0599-33-7453
FAX 0599-33-6199
TEL 0599-72-1733
FAX 0599-72-1736

志摩自然学校

TEL 0599-72-1733
FAX 0599-72-1736

20

シェルクラフト体験

志摩自然学校

TEL 0599-72-1733
FAX 0599-72-1736

志
21

摩
エ

22

志摩自然学校

ミニ浜掃除体験と
海女小屋体験

海女小屋体験施設
さとうみ庵

TEL 0599-85-1212

環境施設見学

志摩スペイン村
パルケエスパーニャ

TEL 0599-57-3355

ダイブ
ステーション３５

TEL 0599-43-3116

ダイブ
ステーション３５

TEL 0599-43-3116

かつおの天ぱく
「鰹いぶし小屋」

TEL 0599-72-4633

リ
23

ア
24

25

26

伊
勢
エ
リ
ア
南
伊
勢
エ
リ
ア

27

28

29

TEL 0599-72-1733

英虞湾
エコシーカヤック体験

体験ダイビング

エコツアー

鰹いぶし小屋体験

お伊勢さん観光ガイド

真珠珠出し体験
（アクセサリー付き）

漁村体験

FAX 0599-72-1736

お伊勢さん
観光ガイドの会

菊池パール

FAX 0599-85-5607

FAX 0599-57-3348

FAX 0599-43-6114

FAX 0599-43-6114

FAX 0599-72-4102
TEL

0599-63-6262
0599-63-6262

TEL 0596-23-2233
FAX 0596-23-2230

友栄水産

TEL 090-7850-4064
FAX

30

リスクマネジメントセミナー

サニーコースト
カヤックス

TEL 0599-66-1919
FAX 0599-66-1919

教育旅行
ホームページ

伊勢志摩学生団体誘致委員会
〒519-0609
三重県伊勢市二見町茶屋111-1
TEL：0596-44-0800
FAX：0596-42-2929
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