
【連続講座】

申込締切：５月２２日（水）　１７：００まで

No. 月日 見学地 内容（予定） 時間 申込締切日等 備考

1 ６月１日（土） 両津公民館 開校式　ジオパークの楽しみ方 9:30～16:30

2 ６月８日（土） 小木 小木半島の秘密 9:30～16:30

3 ６月２２日（土） 相川～二見 地球からの贈り物１／ため池の生きもの調べ 9:30～16:30 新潟大学と連携

4 ７月１３日（土） 関～平根崎 地球からの贈り物２ 9:30～16:30

5 ７月２７日（土） 沢根 佐渡島水没!? 9:30～16:30

6 ８月１０日（土） 両津公民館 真夏のジオカフェ 9:30～16:30

7 ８月２４日（土） 小佐渡 地形の秘密／海洋深層水 9:30～16:30

8 ９月７日（土） 内海府～外海府 佐渡のはしっこはおもしろい！／植物観察 9:30～16:30 新潟大学と連携

9 ９月２８日（土） 西三川 石工の里でたどる島のなりたち 9:30～16:30

１０月５日（土） 未定 石を薄くすると･･･？ 9:30～16:30

１０月６日（日） 未定 石を薄くすると･･･？ 9:30～16:30

１０月７日（月） 未定 石を薄くすると･･･？ 9:30～16:30

11 １１月９日（土） 国中・加茂湖 島の真ん中に平野!? 9:30～16:30 新潟大学と連携

12 １１月１６日（土） 両津公民館 「伝える」って楽しい！／閉講式 9:30～16:30 新潟大学と連携

申込締切：秋以降、ホームページ等で参加者を募集します。

No. 月日 見学地 内容（予定） 時間 申込締切日等 備考

1 １２月７日（土） 会場：佐渡島開発総合センター 地層観察の方法１（火成岩編） 10:00～15:00

2 １月２５日（土） 会場：佐渡島開発総合センター 地層観察の方法２（堆積岩・化石編） 10:00～15:00

3 ２月２２日（土） 会場：佐渡島開発総合センター 標本作成講座（岩石・化石・現生貝類） 10:00～15:00

4 ３月１４日（土） 二見・沢根 地層観察実習 10:00～15:00

【主催】佐渡市教育委員会 社会教育課　（問）TEL ０２５９－２７－２１６２　　FAX ０２５９－５８－７３５７　　sado-geopark@city.sado.niigata.jp

【後援】佐渡ジオパーク推進協議会　　　

申し込み前によくお読みください！！
◆申し込み・お問合せはメール、電話または各コース申し込み用紙をFAX送信にてお願いします
◆メール、電話でのお申込みの際は、申し込み用紙に記載されている必要事項をお知らせください
◆各コースの詳細は、佐渡ジオパーク推進協議会ホームページをご覧ください
　　https://sado-geopark.com/
◆電話受付時間は平日８：３０～１７：００までです　　TEL 0259-27-2162 　 FAX 0259-58-7357
◆申し込み用紙は、島内各教育事務所・公民館、ジオパーク推進室等で入手できます
◆得られた個人情報は、本講座の目的以外には使用いたしません

平成３１年度　ジオパーク市民講座　開講予定一覧

＜中級コース＞

佐渡島の地質と、人々の暮らしがどのように関連しているかを知ることができるコースです。
今まで知らなかった場所を訪れたい、新しい視点から佐渡を見てみたい！という方におすすめです。
将来、ジオガイドを目指したい！という方は中級コースへお申込みください。

●全１２回　　●対象：高校生以上　　●参加費：6,000円　　●定員：２０名　　●本講座を初めて受講する方を優先します
●講師：市橋弥生（佐渡市教育委員会ジオパーク推進室 学芸員）、貞包健良（佐渡市教育委員会ジオパーク推進室 学芸員）
●【初心者歓迎！】入門コースや初級コース未受講でもＯＫ！
●８回以上の出席で修了証を授与します。修了証を持つ人は「ガイド養成講座（冬季開講予定）」を受講できます。
●応募者多数の場合は抽選になります。抽選結果は、５月３０日（木）までに封書等にてお知らせいたします。
●中級コースは「朱鷺の島地域再生人材創出事業」の一環として、新潟大学と連携し実施します。

申込締切日

　５月２２日（水）
　　　１７：００まで

結果通知日

　５月３０日（木）頃

今後、ホームページ等で
告知します。

いずれか選択

＜上級コース＞

ジオパークについて多くの人へ「伝える」ことができる人材育成を目的とした講座です。
※対象者に制限があります。ご注意ください。

●全４回　　●対象：中級コース修了者、または佐渡ジオパークガイド認定証を持つ方　　●参加費：2,000円　　●定員：１０名
●講師：相田満久（佐渡市教育委員会ジオパーク推進室 推進指導員）
●応募者多数の場合は抽選になります。抽選結果はメールにてお知らせいたします。
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※平成31年度ジオパーク市民講座中級コースは「朱鷺の島地域再生人材創出事業」の一環として、新潟大学と連携し実施します。

※裏面もご覧ください

※裏面もご覧ください



【単発講座】

申込締切：備考欄をご確認ください。受付終了はいずれも締切日の１７：００までです。

No. 月日 見学地 内容（予定） 時間 申込締切日等 備考

1 ５月２５日（土） 相川 相川金銀山のでき方と不思議な石たち 10:00～14:00
募集開始　５月１３日（月）
申込締切　５月１７日（金）

結果通知
５月２０日（月）

2 ６月２３日（日） 加茂湖 年齢5000歳？加茂湖誕生の歴史と生き物たち 8:30～12:30
申込・問合は佐渡市教育委
員会 社会教育課へ
(0259-58-7356

市民大学講座と
連携

3 ７月６日（土） 小木 感激！黒い大地がつくるビューポイント巡り 10:00～14:00
募集開始　６月２４日（月）
申込締切　６月２８日（金）

結果通知
７月１日（月）

4 ７月２８日（日） 小木 佐渡南部の生き物観察　過去と現在 10:00～14:00
募集開始　７月１６日（火）
申込締切　７月２２日（月）

結果通知
７月２３日（火）

5 ９月８日（日） 相川 佐渡島　化石発見の旅 10:00～14:00
募集開始　８月２６日（月）
申込締切　８月３０日（金）

結果通知
９月２日（月）

6 ９月２１日（土） 相川 夕日の不思議グリーンフラッシュと宇宙ジオ 17:00～20:00
募集開始　９月９日（月）
申込締切　９月１３日（金）

結果通知
９月１７日（火）

7 １０月２７日（日） 国中 色づく山々から島を感じてみませんか？ 10:00～14:00
募集開始　１０月１５日（火）
申込締切　１０月１８日（金）

結果通知
１０月２１日（月）

8 ３月２０日（金・祝） 国中・加茂湖 雪解けの山に咲く可憐な山野草と野鳥観察 9:00～13:00
募集開始　３月６日（金）
申込締切　３月１２日（木）

結果通知
３月１３日（金）

申込締切：備考欄をご確認ください。受付終了はいずれも締切日の１７：００までです。

No. 月日 見学地 内容（予定） 時間 申込締切日等 備考

1 ５月１１日（土） 小木 小木半島の黒い大地の秘密 9:30～16:00
募集開始　４月１９日（金）
申込締切　５月　７日（火）

結果通知
５月８日（水）

2 ６月２９日（土） 相川 金山誕生の秘密を知ろう 9:30～16:00
募集開始　６月　３日（月）
申込締切　６月１７日（月）

結果通知
６月２０日（木）

3 ８月３日（土） 国中 国中平野の成り立ちを知ろう 9:30～16:00
募集開始　７月　１日（月）
申込締切　７月２２日（月）

結果通知
７月２４日（水）

【主催】佐渡市教育委員会 社会教育課　（問）TEL ０２５９－２７－２１６２　　FAX ０２５９－５８－７３５７　　sado-geopark@city.sado.niigata.jp

【後援】佐渡ジオパーク推進協議会　　　

平成３１年度　ジオパーク市民講座　開講予定一覧

申し込み前によくお読みください！！
◆申し込み・お問合せはメール、電話または各コース申し込み用紙をFAX送信にてお願いします
◆メール、電話でのお申込みの際は、申し込み用紙に記載されている必要事項をお知らせください
◆各コースの詳細は、佐渡ジオパーク推進協議会ホームページをご覧ください
　　https://sado-geopark.com/
◆電話受付時間は平日８：３０～１７：００までです　　TEL0259-27-2162  FAX 0259-58-7357
◆申し込み用紙は、島内各教育事務所・公民館、ジオパーク推進室等で入手できます
◆得られた個人情報は、本講座の目的以外には使用いたしません

＜入門コース＞

●全３回　　●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）　　●参加費：各回５００円　　●定員：各回２０名
●講師：貞包健良（佐渡市教育委員会ジオパーク推進室 学芸員）
●応募者多数の場合は各回ごとに抽選になります。抽選結果は封書等にてお知らせいたします。

ジオパークという言葉知っているけど・・・ジオパークって何？という方におすすめのコースです。
佐渡ジオパークの代表的な場所を巡る、全３回のコースです。

＜初級コース＞

●全８回　　●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）　　●参加費：各回１００円　　●定員：各回２０名
●講師：相田満久（佐渡市教育委員会ジオパーク推進室 推進指導員）
●応募者多数の場合は各回ごとに抽選になります。抽選結果はメールまたは電話にてお知らせいたします。

【初心者向け！】遊びながら島内各地を巡り、ジオパークを学ぶことができるコースです。

※裏面もご覧ください


