
宇久島 ～キャッチ＆イートで学ぶ「ほんもの」体験～
8/1（土）
8/2（日）

★定員
 6 名／最小 2名

★予約締切
 3 日前

★集合場所
 宇久町観光協会
 （宇久平港ターミナル内）

★体験実施時間
 11:00 ～ 12:00（1時間）
 ※食事時間は含まない

★料金
 3,000 円／人　

持ち物（推奨）は以下のとおり。

①汚れてもよい服装

②タオル

◇食物アレルギーがある場合は予約時にご相談

ください。

○漁師さんから〝ウニ〟の生態説明　
　「ウニの口って知ってる？」
○ウニと記念撮影！
　ウニはその場でプレゼント！
○自由研究に！
　「漁師さんに 1 人 1 個質問タイム」
○待望のウニ丼＋お味噌汁
　たのしいお食事タイム

ウニの生態を学んで、ウニを自分で割って洗って
ごはんにのせて食べよう！
ウニの生態を学んで、ウニを自分で割って洗って
ごはんにのせて食べよう！

※注意事項各情報

インストラクターと一緒にウニを獲って、自分で割って、実食します。
獲れたての新鮮なウニのおいしさは格別です。
がんばって割った甘くておいしいウニ丼と、出来立ての味噌汁を召し上がれ！

★ウニ割り体験＆ウニ丼



宇久島 ～キャッチ＆イートで学ぶ「ほんもの」体験～ 8/2（日）
8/22（土）

★定員
 10 名／最小 2名

★予約締切
 3 日前

★集合場所
 宇久町観光協会
 （宇久平港ターミナル内）

★体験実施時間
 7:00 ～ 9:00（2時間）
 ※食事時間は含まない
 ※潮汐時間により変更有

★料金
 3,000 円／人　

持ち物（推奨）は以下のとおり。

①動きやすく汚れてもよい服装

②スニーカー等滑りにくい靴

③タオル

④帽子

⑤飲み物

◇食物アレルギーがある場合は予約時にご相談

ください。

◇雨天・荒天時は主催者判断にて催行中止にす

る場合があります。

○漁師さんが内緒でコツを教えてくれます！
　自由研究のネタにも。
○いきものと記念撮影！
　写真のあとはその場でプレゼント！
○スペシャルごはんタイム
　あらかぶ等釣った魚の海水炊きや
　磯場の貝を使ったシーフードラーメン
　など、メニューは釣果次第！

磯場を探索して、「海の恵み」を釣って見つけて調べて食べてみよう！
海を見ながらスペシャル磯飯を食べよう！　まるでサバイバル！
磯場を探索して、「海の恵み」を釣って見つけて調べて食べてみよう！
海を見ながらスペシャル磯飯を食べよう！　まるでサバイバル！

※注意事項各情報

磯場を探索して、「海の恵み」を釣って見つけて調べて食べてみよう！海を見ながら
スペシャル飯を食べよう！　インストラクターの解を聞きながら宇久島の磯場の生き物を楽しく
学びます。小学生のお子様に最適な体験です。
日常では味わえない磯サバイバル飯体験ができます。

★磯釣り体験＆磯ごはん



宇久島 ～キャッチ＆イートで学ぶ「ほんもの」体験～ 8/1（土）
8/10（月）
8/22（土）

★定員
 6 名／最小 2名

★予約締切
 3 日前

★集合場所
 宇久町観光協会
 （宇久平港ターミナル内）

★体験実施時間
 16：00 ～ 18：00（2時間）
 ※食事時間は含まない
 ※釣り時間は 70分

★料金
 4,000 円／人

◇保冷バッグ・保冷剤については、港売店での

販売がございます。お持ち帰りについては各体

験者の責任にてご判断ください。

◇食物アレルギーがある場合は予約時にご相談

ください。

○アクアリウムショップ勤務歴 12 年の観光協会職員
　が指導！　自由研究メモ＆質問タイムあり。
○釣りあげた魚と記念撮影！
○釣った魚の写真は計測シートつきでプレゼント！
○魚さばき見学後は、さばいた身を刺身にしよう！

※上記体験後、店内で食事（ご飯、お味噌汁、小鉢付き）。

※体験をしていない保護者の方も、店内メニューの中からご注文、

食事を取ることができます。

自分で魚を釣って、さばいてもらって、刺身にして、
定食にしてもらって食べてみよう！
自分で魚を釣って、さばいてもらって、刺身にして、
定食にしてもらって食べてみよう！

※注意事項各情報

初心者でも気軽にできる波止場釣り。日の入り前に釣りを楽しみ記念撮影をした後、
釣った魚を料理店「あられ茶房」で美味しく調理してもらいます。
魚調理の見学や自分で釣り上げた魚を食べるのは貴重な体験。こどもたちの食育にもおすす
めです。

★初めての釣り体験＆地魚料理



小値賀島 ～みぢかなおぢかで「お仕事」体験～ 8/3（月）
8/7（金）
8/21（金）

★定員
 2 組 8名まで

★予約締切
 3 日前まで

★集合場所＆体験場所
 農産加工施設
 小値賀町中村郷 67-1

★体験実施時間
 9：00 ～ 11：00（2時間）

★料金
 5,500 円／グループ
 ※4人まで

◇保冷バッグ・保冷剤については、港売店での

販売がございます。お持ち帰りについては各体

験者の責任にてご判断ください。

◇食物アレルギーがある場合は予約時にご相談

ください。

◇現地集合、現地解散になります。福祉タク

シー、レンタカー、レンタサイクルをご利用く

ださい。

※島内アクセス情報は　おぢか島旅　 検索

○落花生はどうやって実をつける？
　写真やクイズで楽しく学ぼう！
○落花生の生産から加工までを手がける
　工場長が直々に教えてくれます。
○体験が終わってからの質問タイム！
　自由研究のまとめにしよう！

島の落花生工場見学＆お土産作り
＋工場長の落花生成長過程のお話付き！
島の落花生工場見学＆お土産作り
＋工場長の落花生成長過程のお話付き！

※注意事項各情報

小値賀島の土は太陽をたくさん浴びて輝く赤土です。そこで育った落花生は
とても甘くて美味しいです。 落花生の豆腐作りと炒り落花生作りを体験してみてください。
実際に作った「落花生とうふ」「炒り落花生」はお持ち帰りいただけます。炒り・袋詰め・ラ
ベル貼りといった簡単な作業ですので、ご家族みなさんでの体験におすすめです。

★落花生加工体験



小値賀島 ～みぢかなおぢかで「お仕事」体験～
8/8（土）
8/22（土）

★定員
 10 名まで／小学 4年生以上

★予約締切
 2 日前まで

★集合場所
 離島（はまゆう）待合所

★体験実施時間
 3.5 時間
 ※朝 7:25 分笛吹発町営船利用者に限る
 ※野崎島滞在時間は 8:00 ～ 11:35

★料金
 4,400 円／人
 ※船代別途

持ち物（推奨）は以下のとおり。

①歩きやすい運動靴

②帽子

③タオル

④飲料水

◇集合場所～野崎島間は町営船を利用します。

※町営船料金は以下のとおり。

大人往復 1040 円／小人 520 円

◇野崎島内は徒歩で移動します。

◇雨天・荒天時は主催者判断にて催行中止にす

る場合があります。

○島の学芸員？ ガイドのお仕事？
　どんな人なのか実際にお話を聞いてみよう。
○小値賀町唯一の学芸員がご案内！
　世界遺産登録に携わった学芸員さんと野崎
　島をめぐって、島の秘密を探ってみよう！
○2 万年前の石器を見つけられるかな !?
　島のヒストリーや史跡を調査・研究しよう！　

※野生の鹿をたくさん見ることができる場所です。
※珍しい蝶々や昆虫、野鳥にもたくさん出会えます。   

『野崎島がなぜ世界遺産に登録されたのか』を
学芸員とめぐるツアー
『野崎島がなぜ世界遺産に登録されたのか』を
学芸員とめぐるツアー

※注意事項各情報

かつて人が暮らした島の歴史や生活文化、野生のシカなどについてご案内。

また、2018 年に世界遺産に登録された「野崎島の集落跡」の説明もあります。

★学芸員とめぐる野崎島ガイドツアー



小値賀島 ～みぢかなおぢかで「お仕事」体験～
9/5（土）
9/6（日）

★定員
 2 組 8名まで

★予約締切
 3 日前まで

★集合場所＆体験場所
 古民家レストラン藤松
 小値賀町前方郷 3694-1

★体験実施時間
 9/5（土）11：30 ～ 13：30
 9/6（日）10：00 ～ 12：00
 （2時間）※食事時間含む

★料金
 4,000 円／人

◇保冷バッグ・保冷剤については、港売店での

販売がございます。お持ち帰りについては各体

験者の責任にてご判断ください。

◇食物アレルギーがある場合は予約時にご相談

ください。

◇現地集合、現地解散になります。福祉タク

シー、レンタカー、レンタサイクルをご利用く

ださい。

※島内アクセス情報は　おぢか島旅　 検索

○小値賀のブランド魚「値賀咲（ちかさき）」がどのように
　して釣り上げられ、料理長の手元に届くのかを動画で観て
　みよう！　料理長自ら説明。
○ミシュランガイド地域版掲載「古民家レストラン藤松」の
　料理長が棒寿司づくりを伝授。完成したら、お味噌汁と一
　緒にランチとしていただきましょう。
○体験後に「質問タイム」
　自由研究のまとめにぴったり。

島のブランド魚ってなあに？　料理長のお話の後は
いよいよ自分で棒寿司づくりに挑戦だ！
島のブランド魚ってなあに？　料理長のお話の後は
いよいよ自分で棒寿司づくりに挑戦だ！

※注意事項各情報

地元漁師が一本釣りしたイサキは「値賀咲（ちかさき）」と銘打つブランド魚。遠浅の海は
潮の流れが速いため、身が締まり高品質です。そのイサキで本格的な棒寿司をつくりませんか。
1本は趣のある店内で食し、1本はお土産に。
魚の骨抜きをしたり、皮をあぶったりといった作業もございます。

★おぢかのイサキ棒寿司づくり


