
受入についての総合窓口（お問い合わせから開催期間中まですべての連絡窓口）

西伊豆いきいき漁村活性化協議会
〠410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科2097-1 堂ヶ島ピアドーム天窓

0558-52-1119  　     0558-52-2520
 info@izu-gyoson.com

静岡県賀茂郡西伊豆町
しずおかけん かもぐん にしいずちょう

農山漁村体験・田舎体験・ふるさと体験
西伊豆ほんもの体験

一般団体・教育旅行

西伊豆町黄金崎「潮だまり体験」
体験旅行遊びながら学ぼう

発見と驚き、感動



ごあいさつ

西伊豆いきいき漁村活性化協議会

    会長　鈴木 達志

　西伊豆の豊かな自然と、優しさあふれる地
元の人々との交流の機会がもてることを嬉し
く存じます。
　都会とは違う田舎ならではの体験や人との
触れ合いを通して、西伊豆町を第二の故郷の
ように感じ、また訪れていただけるよう皆様
をお迎えいたします。

西伊豆町

    町長　藤井 武彦

　西伊豆町は、西は駿河湾、東には天城山に
囲まれ大変自然が豊富な地域です。
　西伊豆町の自然とあたたかい人々が、皆さ
まのお越しをお待ちしております。

伊豆漁業協同組合仁科支所

    支所長　鈴木 和昭

　見て楽しい、食べて楽しい西伊豆町にぜひ
お越しください。
　西伊豆の豊かな海とともに、皆様をお待ち
しております。



西伊豆いきいき漁村活性化協議会とは

　漁業・水産業・観光業との連携による地域資源を活かした着地型観光
（体験型観光）を柱として、漁村地域活性化を目的として、平成21年度
に発足しました。
　漁業体験プログラムを核に、自然体験、アウトドアスポーツ体験など
四季を通じて楽しんでいただけるプランを提案しています。
　また、受付対応等の窓口を一本化することで、学校教育旅行や団体自
然体験ツアーなどの受入れをしております。

西伊豆町について

　伊豆半島は海岸線と天城山が富士箱根伊豆国立公園に指定されており
日本を代表する温泉地帯です。東側は相模湾、西側には駿河湾、南側は
太平洋を臨み、全域に渡り山地が大部分を占めています。
　伊豆半島は大きく東伊豆、中伊豆、南伊豆、西伊豆のエリアから形成
されており、気象の特性も異なります。西伊豆町では、年間平均気温が
15.5℃であり冬暖かく夏も高温となりません。   太陽の出る日が１年を
通して50%以上あり、過ごしやすい環境といえます。
　私たちの西伊豆町は、伊豆半島の中でも特に田舎の雰囲気が漂う場所
で、都会化の波から取り残されたために自然が豊かに残っており、それ
が観光資源となっています。気候は温暖で雪が降ることはほとんどあり
ません。小さな４つの漁村と谷あいに広がる農地、堂ヶ島に集中する観
光業が互いに融合されています。首都圏から近距離で、これほど自然環
境が整ったエリアは自慢でもあります。
　アクセス面は、玄関口である三島市に JR東海道新幹線。新宿駅から
は伊豆急行が下田駅まで運行、三島駅から修善寺駅まで伊豆箱根鉄道が
通っています。またバス交通手段は、東京、名古屋方面からは東名高速
道路沼津インターチェンジ、神奈川県からは西湘バイパス、箱根新道経
由等でアクセスできます。伊豆半島の中でも渋滞の心配が少ないため、
タイムスケジュールが立てやすいのも安心材料の一つです。首都圏から
３～４時間です。

海体験エリアは西伊豆一番
の透明度『黄金崎ビーチ』

白砂の広がるビーチと奥には
豊かな生態系が見られる潮だ
まりがあります。シュノーケ
リングでは目の前を様々な魚
たちが泳ぐ姿を観察できます
サンドアートや流木アート、
凧上げ大会など、四季折々で
利用できます



西伊豆エリアの農業と漁業について

　西伊豆は海、山、田、畑と全てがそろい、また相互の距離も近く他地
区には無いバランスのよい産業文化が整っています。
　主な農産物としては甘夏みかん、温州みかん、野菜などがあります。
海産物はイセエビ、アワビ、サザエ、イカなどが有名。一本釣漁法から
刺し網漁、潜水漁など年間を通して季節の魚が水揚げされます。
　加工品では、塩鰹（正月魚）が西伊豆の郷土料理として食べられてお
り、心太（ところてん）、鰹の塩辛、鰹節は現在も昔ならではの工法で
作られています。食風習ではイルカ、マンボウを食べる慣習があります。
　磯では１月末からの岩海苔かき、３月からヒジキ漁、５月からの天草
漁など季節ならではの風物詩です。

郷土文化、民俗歴史について

　古来から歴史的文化財が数多く残された伊豆。文化人の足跡も数多く
文豪や画家、俳人など文化的資源に富む土地柄です。豊臣水軍と北条水
軍との戦いの歴史、駿府城築城の際の石切り場跡、漁業ではカツオ漁、
イルカ漁など伊豆独特の漁法も伝わっています。
　伊豆独特の方言や言い回しなど、文化的資源は豊富です。

　・三島由紀夫の「獣の戯れ」の舞台となった安良里と黄金崎
　・流罪の公家が伝えたとされる「人形三番叟」（県無形民俗文化財）
　・海賊退治を今に伝える「猿舞い」
　・北条水軍の海戦を伝える郷土資料館「ピアドーム天窓」　など

洞窟の天井がぽっかり空い
た堂ヶ島の「天窓洞」

遊覧船で入ることができます
光が射しこんでブルーに輝く
海面は神秘的です。陸地側か
らも覗き見ることができます



学校受入体制について

　子ども夢学校の現地受入組織として、地域に根ざしたふるさと生活体
験や自然体験など体験学習プログラムをご提供いたします。
　開催日程やプラン内容、予算等のご相談から、生活体験のコーディネ
ート、各種体験プログラムの企画、指導者の手配まで総合的にプロデュ
ースいたします。

［ 特徴 ］
○協議会として学校さまとの打合せから受入業務、専門体験指導者の手
　配、清算まで連絡窓口は一本化しています
○学校さまとの事務連絡等は、専属スタッフが担当いたします
○現地下見の実施について全面的に協力させていただきます
○学校さまのご要望に基づき、プラン企画を提案させていただきます
○受入プランに基づき、現地受入関係者との各種調整を図ります
○体験指導者の手配を行います
○病院や公的機関等の関連機関への届出と依頼を行います
○受入関係者に対して安全・衛生等に関する説明会を事前開催します
○受入直前には使用施設、フィールドなど現地の実地踏査を行います
○体験指導者には損害賠償責任保険の加入を義務化しています
○受入期間中はスケジュール管理や緊急連絡本部の役割を果たします
○受入期間中においては24時間体制でフォローいたします
○町民全員が訪れた子どもたちにとって第二の故郷と感じてもらえる
　ようにホスピタリティの提供に努めます

干潮時に現れる海の道
世界的にも珍しい現象
トンボロを歩く体験

堂ヶ島の沖に浮かぶ三四郎島
一番手前の象島と陸地の間に
引潮の時だけに現れる海の道
があります。この道を歩いて
いくのが「トンボロ渡り」。
月と地球の引力が作り出す自
然のマジックを体験してみま
しょう。島に渡ると潮だまり
自然観察も楽しめます

干潮時満潮時



教育旅行受入システムについて

学校

手配・調整・清算
営業・プロモーション

商品開発
情報発信
人材育成

地域コーディネート

体験・交流

交通

観光・見学

温泉・宿泊

食事

土産・物産

発注
受注

引受

申込

実施

受入

昔からの言い伝えが息づく
安良里の「雨降り岩」

大昔から安良里の浜に鎮座す
る大岩。日照りが続いた時に
この上で祈れば雨が降ったと
雨が続いた時には止んだと…

ガラスの原料、珪石が産出
「宇久須（うぐす）」の集落

旧賀茂村（宇久須 . 安良里地区）
はガラスで村おこしをしました
街灯はステンドグラスで飾られ
ているのが特徴。全て違います

旅行会社

西伊豆いきいき漁村活性化協議会



安全対策について

　私たちは、お客さまの安全を最重要事項に捉えています。基本方針と
して「安心・安全・感動の提供」を挙げ、体験プログラムでの体験指導
者には西伊豆いきいき漁村活性化協議会が開催する体験指導者養成研修
の受講を義務づけており、全員が安全面に対して共通意識を持っていま
す。

[安全対策ガイドライン ]
○安全管理マニュアルと安全対策チェックシートを作成し、体験指導者
　受入施設及びスタッフに配布し、安全管理基準の平準化を図っている
○教育旅行の場合では、学校さまには健康チェックシートの提出をお願
　いし体調を把握しながら健康管理に努めます（健康状態、性格、体力
　過去の疾病、平常時、体温、睡眠、便通、アレルギー等）
○個人情報保護法を遵守し保険証の取扱いにおいては、封筒に箋封し病
　院窓口で医師に開封してもらいます
○漁家民宿に対しては食品衛生法の基準徹底。調理施設の衛生的な管理
　（調理場、食堂、食器類の清潔）。食品と食材料の適正な保存、衛生管
　理、適正な調理。手洗いの励行などの安全教育を実施します
○体験指導者は協議会で開催する体験指導者養成研修の受講を義務づけ
　ており、安全対策や救急法等をマスターしていることが認定条件です
　常に安全意識を持って指導できる専門指導者として行動します
○緊急対応マニュアルは全スタッフが携行します
○事前実地踏査はスタッフ全員で実施前に行い、危険要素の細部にわた
　る確認及び子どもの目線でのチェックを行います。使用機材の使用方
　法、取り扱い方法の事前説明は手本を示して丁寧な指導を義務化、保
　管場所の管理徹底、予備機材の充当を確実に行います
○荒天時または天候悪化が見込まれる場合は、速やかに荒天時対応とし
　代替プログラムへ移行します。また明確な判断材料（風速、雨量、気
　温等）を設け中止判断の基準整備とします。避難場所、待機場所の確
　保も徹底します
○地域内の移動においては運送業法を遵守し、営業ナンバーでの移動を
　徹底します
○緊急時対応は協議会事務局が一貫して全ての対応を行います。緊急時
　連絡体制の徹底、事故対応マニュアルの作成。休日夜間対応の救急病
　院への搬送要請。開催期間中に24時間対応できる体制を整えます
○緊急時における連絡は事務局が全て執り行います。状況は事務局が把
　握したうえで正確な情報を円滑に発信できるシステムにしています
○休日診療病院のリスト化。関係先機関へは実施内容や行程表を提出し
　スムーズに緊急時対応可能とします
○体験指導者は損害賠償責任保険の加入を義務付けています
○安全面を第一に考えて体験プログラム構築を行います
○体験指導者、宿泊施設及び関連施設において安全対策を徹底して指導
　を定期的に行います
○食プログラムではアレルギー対応食の準備や食中毒予防へも衛生チェ
　ックシートを用いて管理します
○宿泊施設では特にハウスダストアレルギー防止から清掃の徹底を行い
　ます



安全確保の６つの指針

体験プログラムに関する
ルールを守ることを教える

（安全指導）

保険に加入する

地域の実績に応じた安全
指導マニュアルを作成

最悪を想定し
活動の中止を恐れない

絶対にケガをさせない
心構えを持った活動計画
の立案と実行（安全管理）

危険を感じたらすぐに
安全対策に立ち上がる

安
全
確
保
の

６
つ
の
指
針

緊急事故発生時連絡体制図
西伊豆病院　　　52-2366　仁科南耕地１３８-２
池田医院　　　　55-0010　宇久須417-2
安良里診療所　　56-0016　安良里浜川東
田子診療所　　　53-1555　田子1603
石田医院　　　　42-0078　松崎町江奈
順天堂大学病院　055-948-3111　伊豆の国市長岡

事故発生

現地スタッフ

現地対策本部

連絡・指示
要員派遣

連絡・報告

緊急事故対策本部
事務局

指示・要員派遣

報告
連絡

情報提供等

参加者関係
ご家族・教育委員会・学校・職場等

通報・依頼・調整

関係機関
役場・保健所・病院

警察署・消防署・バス会社等

※西伊豆町の市外局番0558



漁港体験・イカをさばいてみよう　　　　漁業体験          　 30名　　　 90分

西伊豆町伊豆漁協仁科支所  　　6月～９月　 　　　海況により中止します

水揚げされたばかりの新鮮なイカを、漁師さんに教わりながら自分でさばいて食べてみ
よう。デザートには西伊豆町特産品、天草から作られた心太（ところてん）の試食があ
ります。普段はなかなか見ることができない漁港の水揚げ風景や、天草干しの見学もで
きます。

西伊豆町仁科漁港は、イカ漁で栄える港です。次々と帰港してくる漁船から降ろされる
イカの水揚げ風景はなかなかの壮観です。水揚げされたばかりの新鮮なイカは茶色いの
です。なぜ茶色いのでしょう？イカや魚のお話し、漁師の暮らし…漁師さんに海のこと
を教わりながら、新鮮なイカを食べてみましょう。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色



漁船ナイトサファリ  　　　　漁業体験          　 20名　　　 120分

西伊豆町安良里沖    　６月～９月　 　　　 海況により中止します

漁船に乗って夜の海に繰り出そう。ライトには様々な生物が集まってきます。そしてタ
モ網ですくってみましょう。魚だけでなく、夜光虫にも出会えます。漁師さんとお話し
たり、漁業を身近に感じることもできます。思わぬ収穫や生物との驚きの出会いはまさ
にサファリそのもの。

海水浴やシュノーケリング、磯観察・・・昼間の体験とは違った海の体験ができます。
夜には生物はいない？真っ黒な海はちょっと怖い…？いえ、生物たちの活発な活動に驚
きます！普段はなかなか乗ることのできない漁船に乗りこみ、冒険に出発しましょう。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漁業体験         ４名×5艇　　 90分

西伊豆町田子漁港～尊ノ島  　　　　通年　　 　　　

和船を操るための櫓を漕いでみます。小さな伝馬船（てんません）教えてくれるのは漁師
さん。昔ながらの伝統技術を覚えて沖に浮かぶ島にある洞窟をくぐり抜け、湾の外へ出る
ワクワク大冒険ツアー。初めはフラフラしていても、だんだんと真っすぐに進みだします。
はたして誰が一番上手に漕げるでしょうか？（夏には鯛の稚魚イケスで餌やり体験も可）

田子は昔、カツオ漁で栄えた港。当時は砂浜が広がり大型舟は沖合に停泊。人やカツオを
のせて舟と陸とを往復するためには上手に櫓を漕げることが必須条件。一人前の漁師にな
るための登竜門でした。伝統技術を今に伝える「櫓漕ぎの会」のメンバーはカツオ船にの
っていた漁師さん。安定性のある船ですので、初めてでも安心です。潮風が本当に柔らか
く感じられるスピードです。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色

冒険の旅へ出発だ！
　船長気分で櫓漕ぎ体験



海の道を歩こう（トンボロ渡り） 　　　　　　自然体験         100名　　　　60分

西伊豆町堂ヶ島瀬浜～象島  　　　　通年　　 　　　　　干潮時間帯のみ

堂ヶ島に浮かぶ三四郎島は干潮になると、海がなくなっていき陸と地続きになる陸繋島
トンボロ現象が起こる不思議な島です。静岡県の天然記念物にも指定されています。ま
さに海が割れるよう。満潮時にはただの海面、舟が自由に往来しています。対岸に渡り
振り返ればリアス式海岸の断崖絶壁の絶景を見る事ができます。

伊豆で堂ヶ島だけに現れるトンボロ現象（陸繋島）干潮時には想像もできない玉石の瀬
が現れます。なぜここだけが陸地と繋がるのか？潮の満ち引きと潮の流れなどを考えま
す。またこのエリアは海女が潜りアワビやサザエを採るポイント。海女の仕事ぶりを見
ることもできます。潮だまり自然観察も可能です（+60分）。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色



　　　　　　　　　　　　　　　　 　　スポーツ体験 　　  ～ 30名　　　120分

西伊豆町黄金崎根合海岸   　　７月～９月中旬　　　海況が悪い場合は中止

マスク、フィン、スノーケルの使い方に慣れてから水中世界との出会いを楽しみます。
安全のためPFD( ライフジャケット）を着用します。岩の回りには青や黄色の熱帯魚が
泳ぐ姿や、イワシの大群に取り巻かれるサプライズに遭遇することも。イカの幼魚がス
ミを吐く瞬間が目の前で観察できたりします。

西伊豆で一番透明度の高い海。白い砂浜は湾になっているので波もなく穏やかです。魚
影も濃く腰くらいの水深で熱帯魚を観察することができますので、シュノーケリングが
苦手な生徒でも観察できます。水中環境にどのように適応しているのか。また海中にも
四季があり魚の種類や、海藻などで景観が変化すること、なぜ熱帯魚が伊豆で泳いでい
るのかなど黒潮の影響も考えてみます。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色

シュノーケリングで
　お魚たちに会いに行こう



西伊豆水族館（潮だまり自然観察） 　　　自然体験         ～ 50名　　　 120分

西伊豆町黄金崎根合海岸   　　適期：春～秋　　 　　干潮時間帯のみ

潮が引いた磯場に現れる潮だまり（タイドプール）の生き物を、一時的に採取し水槽に
入れて観察します。海の生物の多様性、様々な形態とそれに関連した食性や生態系等を
自分の目で見て、触れることで身近に感じます。

一年を通して透明の海と、風光明媚なエリアでの開催です。冬の海で育った岩海苔、春
にはヒジキが自生します。夏には潮だまりに入って箱メガネで水中観察もできます。よ
く観察するとカニをはじめイソギンチャクやヒトデ、ウニやカメノテ、アメフラシ。生
まれたばかりの幼魚、イカやタコ、エビも隠れています。なぜ、幼魚が多いのか？生物
の種類や生態の不思議さ、西伊豆特産のヒジキや天草の調理方法、潮の満ち引きのメカ
ニズムについても考えてみます。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色



わくわくカヤック探検隊  　　　　海スポーツ体験         　20名　　　 270分

西伊豆町宇久須港 /その他  　　　　通年　　 　　　海況により中止します

海の上をアメンボのようにスイスイ。シーカヤックは初めはフラフラしますが、慣れて
くれば思った方向へ進むようになります。プチ・ツーリングに出かけましょう。カモメ
が浮かんでいたり、トビウオがグライダーのように跳ぶのを間近で見ることができます

海の上を自由に走り回ることができるシーカヤック。透明な海には色とりどりの熱帯魚
が泳ぎまわります。秘密の入り江や、時には洞窟探検もしてみます。限りなく海面に近
い視線ですので、まるで海と同化しているかのような気持ちになります。西伊豆はリア
ス式海岸で断崖絶壁が続きます。地層を観察できるジオサイトがカヤックでなら手に取
るような位置。ジオツーリズムとしての学習プログラムも取り入れています。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色



漁師さんに弟子入りだ　　　　　　　　　　漁業体験　　　　  ～ 30名　  ～ 120分
プログラム名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体験分類　　　　　　　　　　　　　　　実施可能人数　　　　  所要時間

体験場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施可能時期　　　　　　　　　　　　　留意事項

西伊豆町安良里港 /仁科港　　　　　　　　　　　　　通年　　　　　　　海況が悪い時は中止

体験内容

漁師さんの船に乗り込んで駿河湾に出航します。漁師さんと同じ竿、リール、仕掛け、餌。気分は
まさに漁師。釣れた魚は漁師さんの手ほどきでさばいて食べます。その時期の釣れる魚を狙います
ので、時にはカツオの曳縄一本釣り漁もできることもあります。乗船人員は船により異なります。

プログラムの特色

西伊豆の漁業は一本釣りが特徴です。漁師さんの船に乗り直接、手ほどきを受けられます。見た目
はごっつくて、一見怖そうな漁師さんが実は優しくて力持ちなのに驚きます。漁師さんの指の太さ
を比べてみましょう。船の上では昔のイルカ漁の歴史や、魚群探知機の見方、漁師の生活や暮らし
方などお話ししてくれます。穏やかな日には舵を持って操船体験ができることもあります。

20



300 歳のブナ太郎にタッチ　　　　　　　　自然体験　　　　　 50名　　　　300 分

西伊豆山稜線（仁科峠～ツゲ峠往復）　　　　通年   雨具必要（小雨開催）

野生のシカの足跡や季節の花、雄大な富士山や駿河湾を眼下に見ながら山稜線をトレッ
キングします。ブナ原生林の中で一番大きな樹齢300 年以上の巨木白ブナ「ブナ太郎」
を目指してネイチャーガイドと歩きます。子どもたちが５人両手をつなげてやっと回る
くらいの幹回り。同じコースを往復します。

ブナの原生林の広がる西伊豆の山稜。その中でも特にこのコースは原始の姿をそのまま
残す貴重なエリアです。四季折々の自然の美しさや動植物の種類も多岐にわたり、出会
えるチャンスもあります。ブナの種類、なぜブナが必要なのか、杉やヒノキの植林との
違い、林業の人や猟師が考えるブナ、世界遺産の白神山地との違い、風倒木やアニマル
トラッキングもプロガイドから学べます。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色



伊豆は昔は南の島だった！      　　　　　　自然観察体験　　　　   50名　 　　 60 分

堂ヶ島（ピアドーム天窓周遊コース）　　　　　通年   

堂ヶ島はジオサイトとして素晴らしい自然景観が揃っています。世界的にも珍しい海底火山
の地層断面が観察できます。白く美しい軽石層に黒い火山弾が突き刺さった様子も観察でき
ます。国の天然記念物指定の海蝕でできた「天窓洞」、町花「つわぶき」群落地、透明な青い
海を見ながら楽しみながら地球の不思議さを実際に目で見て感じてもらう学習ツアーです。

伊豆は太古、南洋の火山島。本州に衝突して半島になったのが60万年前。いま立っている
のは2千万年前の地層…子どもにも分かりやすく説明します。美しい風景を見るだけではな
く、秘められている大地の成り立ちや太古を想像して楽しみながら歴史を学びます。さらに
地元の文化芸能や食文化や地元特産品、面白ネタなどの地元学を組み込んでおり、西伊豆の
地域性とジオとを関連づけて考えられるようなプログラムに仕上げています。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色



クワガタとりと森林教室  　　　　林業体験          　 30名 　　   120分

西伊豆町大沢里「万野の森」     　通年 　 　　　

西伊豆町の山あいにある、『万野の森』で林業のことを学びながら様々な楽しみを体験
してみましょう。植樹体験、のこぎりによる木こり体験、珍しい動植物も発見できるか
もしれません。夏季には、クワガタとりをすることもできます。

海のイメージがある西伊豆。実は緑豊かな山間地も多く、中でも『万野の森』は鹿の食
害などからも保護された手つかずの森林が残されています。5ヘクタールの広い敷地内
は、夏でもひんやりと涼しい森の中。森林浴をしながら、普段の生活では味わえない世
界へご案内します。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色

里山探検隊    　　　　林業体験          　 50名　　　  90分

西伊豆町宇久須    　　通年 　 　　　ノコギリ、ナタ使います

里山を歩きながら、何をして遊ぶか考えてみます。ロープワークを使っての工作や竹細
工、立木の伐採など、生木を切る体験は協力が必要となります。秘密基地を作るのも楽
しい時間。楽しく遊びながら、里山の再生や活用方法を実体験をもとにして考えてみま
す。

地域再生化の一つでもある里山再生事業は、高齢化が進む西伊豆地域では労働力の不足
から手がだせない状況です。手伝ってもらうことで、地域へ貢献することにもつながっ
てきます。里山の昔の利用方法はどうであったのか？なぜ今、里山が注目されているの
だろう？そして木を切る必要性はなぜなのだろうか？考えてみます。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色

クワガタとりは夏季の
約１ヶ月間となります
（7/15～ 8/15頃）



夜のイケスで何かが起こる！ 　　　　漁業体験          　 20名　　　  30分

西伊豆町宇久須カネジョウ     　通年 　 　　　季節で種類は変わります

伊勢海老問屋の巨大なイケス。イセエビ、サザエ、アワビ、タカアシガニがたくさんい
ます。日中は動かずにじっとしているので観察しても面白くありませんが、夜になれば
活発に動き出します。どんな動きをしているのか、じっくりと観察してみます。サザエ
の試食があります。焼きたてを食べてみましょう。

創業明治42 年、四代続く老舗の伊勢海老問屋。イケスはまさに水族館状態です。水揚
げされ生きた状態で観察できるのはここだけです。イセエビの生態や、アワビやサザエ
などの貝類の面白い生態、活きた状態をキープするためのイケスの工夫や、旬の食べ方
や調理方法などプロの方から直接にお話が聞けます。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色

ごみ？ちがうよアートだよ　　　　　　　クラフト体験         　 40名　　　  60分

西伊豆町堂ヶ島ピアドーム天窓　　　　　　　通年　　　　　　　雨天プログラム開催可能

川から流れ着き海で洗われた流木は、いろいろな形があり、とてもユニークです。ビー
チに落ちている流木をできあがりを想像しながら拾い歩きます。流木以外にもシーグラ
スや貝殻、遠い異国の地から流れついたものも見つかることも。イマジネーションを働
かせてアートを作り出してみます。

大浜海岸は潮流の影響で流木が集まってきます。玉砂利と白砂のビーチには色鮮やかな
シーグラスや貝殻も多く見つかります。ビーチコーミング（櫛でとかすように探してみ
ること）をしながら、なぜ流木は軽いのか？どのように流れ着いたのか？またどこから
流れてきたのか？貝殻が付着しているのはなぜ？等を考えてみます。

プログラム名称     　体験分類   　実施可能人数　　　　　所要時間

体験場所      　実施可能時期   　留意事項

体験内容

プログラムの特色


