
被爆50周年を記念して建設され、1996年に開館しました。
吹抜け空間での大型被災資料の展示や、映像、音声を効果
的に使用し、原爆の脅威と平和の尊さを学ぶことが出来
ます。

長崎は広島に次いで、原爆を投下された都市です。 
被 爆 の 実 相 を 知 り 、原 爆 の 脅 威 と 私 た ち の 未 来
に と っ て 平 和 が いかに大切かを学んでください。

原子爆弾の投下により亡くなられたすべての方々を追悼し、永遠の平和を願う場所です。
追悼空間を利用して平和集会を行うことができます。

所 長崎市松山町

問 【TEL】095-829-1162（土木部土木総務課） 交 JR長崎駅前から路面電車（赤迫行き）で「平和公園」下車、徒歩3分

P 大型バス（32台）、普通車（88台）※有料

原爆死没者の慰霊と世界の恒久平和を祈念して建てられた「平和祈念像」、世界各国から

贈られた平和のモニュメント、水を求めて亡くなられた人々に捧げる平和の泉など、人類

平和への願いに満ちあふれている平和公園で、平和の尊さを学ぶことが出来ます。

□それぞれの平和モニュメントの意味と作られた経緯を学ぶ
□平和祈念像が指し示す手の意味と世界平和の必要性を考える

見学ポイント

浦上の信徒達が30年もかけて建てた天主堂も
原爆で破壊されました。今でも崩れ落ちた鐘楼
が残されており、原爆の衝撃波や爆風の凄まじ
さを感じることが出来ます。

常設展示室は被爆資料や被爆の惨状を示す写真な
どの展示をはじめ、原爆投下に至った経緯、核兵器
開発の歴史、”平和希求”などストーリー性のある展
示を行い、体系的に紹介しています。大型の被災資
料や破壊された浦上天主堂の再現造壁、長崎のジオ
ラマなどを使用し、熱線、爆風、放射線による被害状
況ごとに展示。また被爆者の証言を、映像と音声を
用い数多く紹介しています。

病床から人類愛による恒久平和を訴えた

博士の「平和を」の願いとは
永井隆博士は畳2枚の如己堂で、白血病と闘いな
がら世界の平和と命の尊さを訴える多数の本を
執筆しました。記念館では博士の業績と平和
への熱い想いを学ぶことが出来ます。

□自らも被爆し、重傷を負いながらも救援活動を続けた博士の不
　屈の精神を学ぶ
□如己堂が博士の恒久平和と隣人愛の精神のシンボルであること
　を学ぶ

見学ポイント

如己堂・長崎市永井隆記念館
にょこどう

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館

所 長崎市松山町

問 【TEL】095-829-1162（土木部土木総務課）

P 大型バス（32台）、普通車（88台）※有料

交 JR長崎駅前から路面電車（赤迫行き）で「平和公園」下車、徒歩1分

問 【TEL】095-844-1231 【FAX】095-865-8928（指定管理者：長崎平和施設管理グループ） 【WEB】https://nagasakipeace.jp
「ながさきの平和」https://nagasakipeace.jp（長崎市被爆継承課、平和推進課） 
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放射線影響研究所

放射線影響研究所は、日米共同研究機関で、長崎・広島
の被ばく者の皆様にご協力いただきながら、原爆放射
線が人体に及ぼす影響を研究しています。病院や空港
といった身近な場所での放射線に関するお話や今後の
研究課題についてお話します。

放射線に関する科学的知見を学ぶ

1人 3,630円（税込）

事業部まち歩き課（長崎国際観光コンベンション協会内）

三菱兵器住吉トンネル工場（跡）

ながさき平和・歴史ガイド

詳細は右記HPへ 「長崎市公式観光サイト」 https://www.at-nagasaki.jp/

詳細は右記HPへ 「長崎市公式観光サイト」 https://www.at-nagasaki.jp/

歴史・文化学習
史跡巡り

実施日

0403



日本は幕末から明治期にかけて西洋の技術・知識を幅広く吸収し、類い希な
スピードで軽工業から重工業への産業の変革を成し遂げました。このよう
な急速な産業構造の変革は西洋以外では世界的にも珍しく、これらを「明治
日本の産業革命」として長崎市の端島炭坑（軍艦島）や旧グラバー住宅など8
つの構成資産が世界遺産として登録されました。

スコットランド出身の貿易商トーマス・ブレーク・グラバーが当初ゲスト・ハウスと

して建設、のちにグラバーと息子・倉場富三郎が親子2代に渡って暮らした木造洋

風建築。多くの外国人商人や幕末に活躍した志士などが訪れ、交流の拠点となっ

た旧グラバー住宅が世界遺産に登録されています。

幕末から明治にかけて現在地に建てられた国指定

重要文化財の旧グラバー住宅、旧リンガー住宅、旧

オルト住宅や市内に点在していた明治時代の建物

を移築復元した施設。ここにある幕末・明治時代の

長崎独特の洋館風建物は、異国情緒あふれる観光

名所として多くの人に親しまれています。世界遺

産「旧グラバー住宅」は、約3年間におよぶ保存修理

工事を終え、現在美しい姿を見せています。室内展

示も一新し、古写真をもとに当時の雰囲気を再現

した部屋などを見学することができます。旧グラ

バー住宅は2015年に登録された「明治日本の産業

革命遺産」の構成資産の一つです。

1898年に建設された赤煉瓦の建物は、鋳物鋳
造の際に使用される木型を作る木型場として
建設されたもので、現在は貴重な資料を展示
する史料館として公開されています。世界遺
産「明治日本の産業革命遺産」の構成施設の
一つです。

休
毎月第２土曜、年末年始、史料館停電日

（2020年4月より当面の間建物工事のため休館中）

問 【TEL】095-822-8223 【FAX】095-823-3359 【WEB】https://glover-garden.jp/ 休 年中無休

高島炭坑
日本石炭産業の礎 三菱長崎造船所

旧木型場
（三菱重工長崎造船所史料館）

小菅修船場跡
船舶の修理が行われた

第三船渠
三菱長崎造船所

占勝閣
三菱長崎造船所 三菱長崎造船所

ジャイアント・
カンチレバークレーン

□グラバーの経歴を調べる
□外国人に居留地について調べる

□当時の様子を再現した展示をみる
（旧グラバー住宅内観）

□重要文化財3棟を知る
□グラバー園から長崎の景色を展望する

非公開
施設

0605

旧三菱第2ドックハウス2Ｆ 500円

「グラバー家の人々  vol.1～グラバー家の軌跡をたどる。～」
VRイベント当

日
可

仮想現実（VR）の中に広がる
幕末から現在まで、長崎の街

並みと共にグラバー家の軌跡をお楽しみくださ
い。グラバー家の息子、富三郎がナビゲーター
として、様々なエピソードを紹介します。

学習効果学習効果

場 所

営業時間
午前の部 10：00～11：00（最終受付）
午後の部 13：00～16：00（最終受付）
上記の時間内に随時上映を行っております。

料 金

申込方法 当日申込

晴れた日はレトロ衣装を着てグラ
バー園内を散策することが出来ま

す。当時にタイムスリップした気分が味わえます。

10：30～16：30
（受付終了16：00） ※季節により延長有

※カメラはご持参下さい
※プランにより金額が異なります。（要確認）

修学旅行プラン 2,000円（45分）

スタンダードプラン 2,000円（30分）



30人迄

長崎市松が枝町5-6

団体（15名以上）

大人：4,600円
中学・高校生：3,600円
小学生：2,100円
※軍艦島デジタルミュージアム
　入館料含む

※別途軍艦島入場料が必要

世界文化遺産
「明治日本の産業革命遺産」体験学習クルーズ 

池島炭鉱坑内体験ツアー

池島炭鉱体験施設

長崎市池島町154　現地集合
［発着場所］神浦港　［出港時間］神浦港 10時30分／神浦港 13時46分

https://saruku.nagasaki-visit.or.jp/ikeshima/
空き状況をご確認の上

18 端島は長崎港から約18㎞の面積6.5haの小島で江戸時代末まで小規模な採
炭を行っていましたが1890年旧佐賀藩深堀領主から三菱へ譲渡され、本格
的に近代的な炭坑として海底深く坑道を堀り進めました。
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明治日本の産業革命遺産として2015年7月
に世界遺産登録された軍艦島。人口密度世
界一の活気溢れる島の様子や、上陸ツアー
では見ることのできない立入禁止区域を映
像体感することができます。最盛期には30
棟以上が林立していたアパートの室内の様
子、炭坑夫たちが通った「炭坑体験 採炭現場
への道」など、全長30メートルの大型スク
リーンやプロジェクションマッピングで軍
艦島を体感できるミュージアムです。

□軍艦島が果たした役割を考える
□炭坑夫達の様子を振り返る

軍艦島デジタルミュージアムは軍艦島コンシェルジュのツアー内に含まれております。

休 年末年始(12/31・1/1) 交 JR長崎駅前から車で約40分。

□軍艦島ができるまでの変遷を学ぶ
□世界遺産認定の理由を学ぶ

軍艦島関連の写真・模型・現物資料や舞台として使われた作品などを展示・紹介しています。
軍艦島の空撮映像を見ることができる最新の4Kビデオや島に残されていた実物資料の展示
コーナーなどを増設。炭鉱作業の様子、島内での暮らし、現在の様子など、現地では学べない
軍艦島の全貌を視覚的に学ぶことができます。

炭鉱の歴史を多面的に学ぶ学習効果学習効果

学習ポイント

長崎市軍艦島資料館
非公開の建物内写真や現物資料を多数展示

20

見学時間の
目安 60分 料 金 小学生100円 / 中高生200円 / 一般200円 長崎遊学券割引施設

所 長崎市野母町562番地1 営 9:00～17:00 問 【TEL】095-898-8009 【WEB】https://nd-park.jp/gunkanjima

世界新三大夜景・日本新三大夜景を楽しもう

21

22

19

見学時間の目安 料 金 無 料30分

P 山頂普通車（30台ほど※現在区画整理中）※有料・制限有／［中腹駐車場］バス（15台）普通車（372台）※無料
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長崎は1571年ポルトガル船との貿易港として開港。江戸時代には徳川幕府の
直轄地としてオランダや中国との貿易が唯一許された港として繁栄しまし
た。長崎港を通して、あらゆる西洋の技術や知識・中国の文化が日本各地に
伝えられました。そのため多くの技術や知識・文化が長崎に根づきました。

長崎市
亀山社中記念館 長崎歴史文化博物館

毎月第１・３月曜日（祝日の場合、翌日休館）※その他メンテナンスによる休館あり

日本の近代化に貢献した人を顕彰

シーボルト記念館

シーボルト旧宅をイメージした赤煉瓦風の洋館の中には、シーボルトに関す
る様々な関連資料を展示。江戸時代の近代科学の歩みとその生涯を知ること
で医学・博物学の教育と日本研究に貢献した偉人としての原点を学ぶことが
できます。

25 26

27 28

29 30

24 長崎市恐竜博物館
長崎は恐竜と深いつながりがあります。「恐竜」と名付けた古生物学者

の横山又次郎や、恐竜が生きていた約8100万年前の地層の存在、そこ

から発見された数々の化石など、長崎は恐竜・古生物研究の重要な拠

点の一つとなっています。長崎市恐竜博物館では、ティラノサウルス・

レックスなどの大型全身骨格のレプリカをはじめ、長崎より発見された

貴重な実物化石など数多くの標本を展示し、太古の長崎を学ぶことが

できます。

□長崎と関わりのある標本を
　中心に、地球誕生から現代
　までの地球史を学ぶ
□オープンラボを通して研究の
　最先端を知る

135台（無料）※別途恐竜パーク内に大型バス5台分あり

23

鎖国時代、ヨーロッパに開かれた唯一の窓口であった出島。貿易拠点と

して重要な役割を担っていたのみならず、当時珍しかった動物や文物、

食文化や近代的な医療、産業技術が出島を通じて日本各地に広がって

いきました。さらに新しい知識を求めて様々な著名人が来訪しました。

現在はオランダ商館長の居宅であったカピタン部屋など多くの建物が

復元され、19世紀初頭の出島の生活を垣間見ることができます。

【TEL】095-821-7200 【WEB】https://nagasakidejima.jp/

JR長崎駅前から路面電車（崇福寺行き）で、「出島」下車、徒歩4分

日本近代化の源流
西洋文化普及の様子を辿る

学習効果学習効果

来日200周年をむかえる出島オランダ商館医シーボルト

11 12

□シーボルトの生涯はどのようなものか、その生涯を学ぶ
□シーボルトの研究成果を示す資料を調べる



学習効果学習効果
大浦天主堂は、1597年長崎の西坂で殉教した二十六聖人に捧げられた教会として、
フランス人神父達により1845年に創建された現存する日本最古の教会として国宝
に指定されました。また浦上の潜伏キリシタンが信仰を告白した「信徒発見」の舞台
となった、キリスト教史上貴重な教会です。

キリスト教史上に残る「信徒発見」の舞台

孔子廟・
中国歴代博物館 興福寺

日本初の唐寺

1624年に唐僧真円によって創建され、南京寺とも呼ば
れました。また当時中国で評
判が高かった高僧の隠元禅師
の招聘に成功、来日した際に
は最初に入りました。そのた
め全国から多くの僧が教えを
請いに来訪しました。本尊の
体内には五臓六腑が納められ
ています。

1人 2,000円 1人 2,000円1人 2,000円

問
【TEL】095-824-4022
【WEB】https://nagasaki-koushibyou.com/

31

32

34 35 36

37 38 39

33

出津協会 大野教会堂

より深い
学びを
目指した

長崎遊学券
無料施設

13 14

【TEL】095-893-8763（長崎巡礼センター） 095-823-2628（大浦天主堂）　【WEB】https://nagasaki-oura-church.jp/



仲間の大切さを学ぼう

長崎くんちの花形・龍踊は唐人屋敷の人達から伝えられたものです。
みんなで龍になりましょう。龍踊体験・長崎龍学

じゃおどり りゅうがく

人前で発表会を行うことで、
達成感を味わえる。

長崎の郷土芸能・龍踊を体験できます。体験を通
して、各自の役割り、チームワーク、アンサンブル
の大切さを学ぶことが出来ます。　龍踊体験は玉
追いと10人の龍衆が18ｍの龍を操り、太鼓や銅
鑼等六種類の中国製楽器の演奏に合わせ、そして
華やかなシルクの衣装をまとい、躍動感たっぷり
の龍踊を披露します。　また、観客からの声援や
拍手によって、演じる側と見る側が一体化しま
す。これは龍踊体験でしか味わえない、魅力です。

□長崎文化を調べる

□ZOOM利用で役割分担

□反復練習で龍踊の楽しさを学ぶ

□各自の役割りを学ぶ

□力を合わせ発表会に臨む

□発表会成功で達成感を得る

龍踊を観て体験して記念写真が撮れるプログラム構成です。長崎の歴史を学ぶ
きっかけに、本来見られるのはくんちの３日間ですが特別に披露、体験するこ
とで龍踊の魅力を体感出来ます。

龍踊ライブ

タイプ

料金(税込)

龍・お囃子

他のタイプもありますので、内容や料金の相談等お待ちしています。

夕食後に
学び楽しめる
レクレーション

ライト スタンダード プレミアム

143,000円 220,000円 308,000円

12ｍ・PC 12ｍ・生演奏 20ｍ・生演奏

通年

40～300名

50日前までに要予約

長崎市長浦町2664
［P］大型バス9台対応可

1700円

1時間半～2時間

【TEL】090-4983-8996（川添）

(株)琴海みんなの公社

【HP】https://kinkaiperon.com

40

41 42

15 16



お問い合せください

1人 1,800円

吹きガラス体験
世界にひとつだけのオリジナルガラス作り 長崎ガラスの歴史は諸説あり。中国流のガラス技法に、開港後ポルトガル

から伝わった吹きガラスの製法が融合されて作りだされたとも言われてい
ます。普段何気なく使っているガラスを実際に作ることで、ものの大切さを
学びましょう。

学習
効果
学習
効果

1人 4,400円（送料別）

長崎ちゃんぽん作り体験
長崎には、わ（和）・か（華）・らん（蘭）料理の食文化があります。
国籍を問わず誰でも郷土料理の体験ができます。自分たちで作り、
試食ができるので美味しく楽しく長崎ならではの食文化を体験
し学ぶことができます。

※体験調理メニューは他に「皿うどん」も可能です

実施可能期間 通年（お盆・年末年始を除く）

長崎カステラランド

20～40名

7日前までに要予約雲仙市愛野町乙5864

1人 3,000円（税別）

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

約2時間時　間

【TEL】0957-36-2000　【FAX】0957-36-2016

ご予約・お問合せ

長崎カステラの歴史と
食品工場の衛生管理

長崎カステラの製法
と味・食感を学ぶ

体験ポイント 体験・実食

本場長崎カステラ職人指導と最新設備による本格的なカステ
ラ製造体験により、長崎カステラの伝統を学習できます。 

カステラ製造体験
職人指導と最新設備47

実施可能期間 要問合せ

製菓・製パン専門学校エコール・ド・パティスリー長崎

10～30名

10日前までに要予約長崎市弁天町5-5

1人 3,000円

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

1時間半～2時間時　間

【TEL】095-861-7008　【FAX】095-861-7118

ご予約・お問合せ

カステラづくり体験
お菓子の基礎と文化を学ぶ！46

10～30名

江戸時代に伝来した
カステラの歴史を学ぶ

カステラ作り製法の
コツを学び実践する

体験ポイント 体験・実食

長崎を代表するお菓子「カステラ」の歴史を学び、実際に
作ることで長崎の文化に触れてもらいます。

43

44

45

別途施設利用料がかかります

（長崎国際観光コンベンション協会まち歩き課）
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長崎ペンギン水族館
長崎の海を満喫する 長 崎 ペ ン ギ ン 水 族 館 で は 地 球 上 に 生 息 す る 1 8 種 類 の う ち 9 種 類 の ペンギンを

飼育しています。ペンギンタッチングやバックヤードツアーなどの参加型体験を通
して、命 や 自 然 の す ば ら し さ を 体 験 で き ま す 。

長崎ペンギン水族館
30日前までに要予約宿町3-16体験場所 予約受付 問合せ先 【TEL】095-838-3131　【FAX】095-838-3134

ご予約・お問合せ

ペンギンタッチング
動物とのふれあい体験

実施可能期間 11：45～

15名～ 入館料のみ料　金受入人数

10～20分時　間

可愛らしいフンボルトペンギン
の羽と背中にさわっていただけ
ます。（※7月・8月は原則として実施
不可）※他の時間帯をご希望の場合
はご相談ください。

54
体験ポイント

実施可能期間 通年

15名1班として5班以上は要相談 入館料のみ料金受入人数

20～30分時間

普段は見ることができない水
族館の裏側をご案内します。

（４班以上でのお申し込みの場合
は、滞在時間が１時間以上必要。）

55
体験ポイント

実施可能期間

30名 入館料のみ料　金受入人数

30分時　間

里山を再現したビオトープ
で、自然への関心を呼び
起こします。

56
体験ポイント

カヤック体験
水族館横の海で楽しく周遊

実施可能期間 5月～9月末

20名前後 1時間1人乗り520円、2人乗り780円料金受入人数

要相談体験時間

57
体験ポイント

長崎ペンギン水族館
　バックヤードツアー

自然体験ゾーン・
　ネイチャーゲーム

要問合せ

鑑賞プログラム
　　　/表現プログラム

実施可能期間 通年

長崎県美術館

30名前後

60日前までに要予約出島町2-1

要問合せ

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

1時間程度時　間

【TEL】095-833-2110　【FAX】095-833-2115

ご予約・お問合せ

対話を通して鑑賞を行う「鑑賞
プログラム」と色鉛筆模写やシ
ルクスクリーン（版画）の体験
ができる「表現プログラム」で
美術への関心を高めます。

62
ピカソや長崎ゆかりの絵画を発見

体験ポイント

1～20名

フュージング体験
「千の花」のペンダント

実施可能期間 通年

瑠璃庵

1～40名

要問合せ松が枝町5-11

1人2,450円（送料別）

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

30分～1時間時　間

【TEL】095-827-0737　【MAIL】info@rurian.com

ご予約・お問合せ

ミルフィオリ（「千の花」と
いう意味のガラス）を使った、
色とりどりの個性豊かな
オリジナルペンダント作り。
※完成品後日発送

59
体験ポイント

ステンドグラス体験
ステンドグラスの工程を学ぶ

実施可能期間 通年

瑠璃庵

5～40名

要問合せ松が枝町5-11

1人2,650円

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

1時間時　間

【TEL】095-827-0737　【MAIL】info@rurian.com

ご予約・お問合せ

色ガラスのキットに鋼テープ
を巻いてハンダ付けで接金し
ます。手軽にキレイなアクセ
サリー作りが楽しめます。
※当日持ち帰り可能

60
体験ポイント

万華鏡体験
構造を楽しく学ぶ

実施可能期間 通年

瑠璃庵

1～40名

要問合せ松が枝町5-11

1人2,550円

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

1時間時　間

【TEL】095-827-0737　【MAIL】info@rurian.com

ご予約・お問合せ

構造を学びながら、ガラス
反射鏡と色ガラスのオブ
ジェクトでオリジナルの
万華鏡を制作します。
※当日持ち帰り可能

61
体験ポイント

ガラスペイント体験
オリジナルデザインに挑戦

実施可能期間 通年（10時～14時）

グラスロード1571

15名

南山手町2-11体験場所

料 金

問合せ先

受入人数

30分～1時間時 間

【TEL】095-822-1571　【FAX】095-828-6009

ご予約・お問合せ

A.ガラスのコップやハート
型・スター型のプレートな
どに絵を描きます。
B. ぽっぺん（びーどろ）に絵
を描きます。
※1ヶ月前から予約受付

58
体験ポイント

地元の食材と使ったかりんとう作りを体験して
いただきます。出来たてカリカリのかりんとうの
試食、お持ち帰りもあります。

体験ポイント

かりんとう作り体験
カリカリ

48

実施可能期間 通年

外海農産加工組合

5～10名（10人以上応相談）

1ヵ月前までに要予約神浦下大中尾町644

1人2,500円

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

2時間～3時間時　間

【TEL】0959-24-1322

ご予約・お問合せ

自然環境体験

そば粉と水を合わせ、こねて伸ばして切る。小麦粉
のつなぎを使わず打ったそばは味や香りが濃厚で
絶品。みんなで湯がいて食べよう。

体験ポイント

手打ちそば体験
ここでしか打てない十割手打ちそば

49

実施可能期間 要問合せ

我流

3日前までに要予約

1人3,000円

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

1時間～2時間時　間

ご予約・お問合せ

自分の力で漕ぎ出そう。鏡のように穏やかな琴海の海で楽しみます。美しい自然
に溶け込んでステキな思い出に 。※団体でご希望の場合はご相談ください。※小学
生以上が対象（小中学生は保護者同伴）

体験ポイント

シーカヤック
手が届くところに海面がある！！

50

実施可能期間 通年

長浦シーカヤッククラブ

10日前までに要予約長浦町2590

1人2,500円

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

2時間時　間

ご予約・お問合せ

「大中尾棚田」で田植えと稲刈りを体験していただきます。
田植え…5月下旬～6月上旬
稲刈り…9月下旬～10月上旬

体験ポイント

田植え・稲刈り体験
お米作りを体験

51

実施可能期間 6月上旬、9月下旬

大中尾棚田保全組合

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

2～3時間時　間

【TEL】0959-24-0235

ご予約・お問合せ

外海地区の豊かな自然や文化にゆかりのある郷
土料理や農作業等を季節に応じて体験します。

体験ポイント

外海ココロ余暇体験
四季折々の農業を楽しむ

52

実施可能期間 通年

外海ツーリズム協議会

要問合せ

1人2,000円

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

2時間～3時間時　間

ご予約・お問合せ

雄大な景観を楽しめる樺島一周のクルージング体験
です。天候がよければ 海賊が住んでいたという洞窟

「白戸の穴洞窟」のに船で入れるかも？！

体験ポイント

樺島クルージング
ドキドキワクワク海上探検

53

実施可能期間 通年

みちしお 松崎辰樹

1人1,500円

体験場所

料　金

予約受付

問合せ先

受入人数

40分（10時～14時）時　間

ご予約・お問合せ

脇岬町1880-1

【TEL】090-3285-1278

2～20名

【TEL】090-9496-7683

4～100名 1人2,000円（弁当・棚田米1kg付き）

神浦上大中尾町727 要問合せ

4～20名

赤首町446

【TEL・FAX】0959-25-0598

2～12名

野母崎樺島町1786 7日前までに要予約

【TEL】090-2514-8950

※ 全 て の プ ロ グ ラ ム に つ い て 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 状 況 に よ っ て 、対 応 で き な い 場 合 が ご ざ い ま す 。

※鳥インフルエンザ警戒期間は中止
となります

※鳥インフルエンザ警戒期間は館内
観覧面を飼育係が案内する「ガイド
ツアー」に変更となります

いつもとは違った視点
から海を観察できます。

その他
伝統工芸体験

予約受付 1か月前から予約受付

1人1,200円（送料別）

ア
バ
ち
ゃ
ん

ヒ
ミ
ち
ゃ
ん
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