
詳細は裏面をご覧ください
0259-27-2162TEL

【主催】
佐渡市教育委員会
社会教育課ジオパーク推進室

ネットからでも申込可能！

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込受付後であっても本講座が中止になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

【共催】
佐渡市世界遺産推進課
佐渡市農業政策課

ドンデン山の謎に迫る！
ドンデン山はなぜ「鈍嶺」なのか？
両津湊に集合し、マイクロバスでド
ンデン山荘に向かいます。そこから、
尻立山～ドンデン池～シバ高原をト
レッキングし、その謎に迫ります。
参加費 500円／一人
集合場所 佐渡島開発総合センター

幻の湖と砂丘地帯の生き
物たち
幻の湖”古国中湖”をマイクロバス
で巡る旅（佐和田ダム～堂の貝塚
～新穂島～国府川河口）砂丘地帯
の生き物たちの観察もあります！
参加費 500円／一人
集合場所 佐和田行政SC駐車場

石を使ってサバイバル！
海岸の石を割ってナイフを作ったり、
石を使って火をおこしたりするサバ
イバル体験！自分たちでおこした火
で、ソーセージなどを焼いて食べて
みよう！
参加費 500円／一人
集合場所 大野亀の駐車場
※家庭教育事業との連携講座

色づく紅葉の山々と旧街
道を巡る旅
紅葉がとてもきれいな日蓮・世阿弥
の道（松ヶ崎～紅葉山～小倉～国
見平～万福寺）をジオパークの視点
でたどります！（マイクロバス使用）
参加費 500円／一人
集合場所 佐渡島開発総合センター

９月５日(土) 10月17日(土) 11月３日(火・祝)

さあ！佐渡島 をもっと楽しもう！
令和２年度 ジオパーク市民講座

電動アシスト付き自転車で行く！
「石磨でたどる金銀山」

きらりうむ佐渡～大神宮の石垣～青盤脈の断
層面～京町通り～吹上海岸～きらりうむ佐渡（予
定）をジオパーク推進室職員と世界遺産推進課
職員がご案内。その二つの視点で楽しめます！
また、自転車レンタル料も市民講座用料金で
とってもお得です。
参加費 1,000円／一人（自転車レンタル料込み）
集合場所 きらりうむ佐渡

ジオパーク推進室×世界遺産推進課

尖閣湾の風景とガケの上にある田ん
ぼで、おいしいおにぎりを食べる！
尖閣湾揚島遊園を見学してから、その背後に
隠された田園風景を見ながらのんびり散歩。最
後は、そこでとれたお米を使ったおにぎりで大満
足！
参加費 800円／一人（入園料、おにぎり代込み）
集合場所 尖閣湾揚島遊園

トキにも会える!?国中・加茂湖の生い
立ちと今を訪ねる！
国中平野は昔、海だった!?国中や加茂湖の今と
昔をマイクロバスで巡りながら紹介！佐渡の世界
農業遺産について農業政策課職員からの解説も
あって、一度で二度楽しい講座です！
参加費 500円／一人
集合場所 佐渡島開発総合センター

ジオパーク推進室×農業政策課

10月４日(日) 10月24日(土) 11月７日(土)

FAX 0259-58-7357

佐渡島の成り立ちとそこで暮らす人々の生活について知ることができる、とーーーっても楽しい講座を開講します！本コース
はオーソドックスなものから、少し変わったものまで、色々な方法で島内の見どころを巡ります。

コラボ講座でお得に楽しめちゃう！
ジオパーク推進室の講師に加え、文化に関することについて世界遺産推進課から、農業に関することについて農業政策課か
ら、それぞれ講師を派遣して開催する特別な講座もあります。一回の講座なのに二つの視点を同時に楽しむことができるとって
もお得な講座です。

入門 入門 入門 入門

初級 初級 初級

10月31日(土)

入門コース 初級コース



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 定員 申込締切日等 備考

1 ９月５日（土） 大佐渡トレッキング ドンデン山の謎に迫る！ 9:00～13:00 10人
募集開始　８月14日（金）
申込締切　８月28日（金）

結果通知
８月31日（月）

2 10月17日（土） 国中エリア 幻の湖と砂丘地帯の生き物たち 10:00～14:00 10人
募集開始　９月23日（水）
申込締切　10月７日（水）

結果通知
10月９日（金）

3 10月31日（土） 大野亀
【親子向け】石を使ってサバイバル！
※家庭教育事業との連携講座

10:00～11:30 親子７組
募集開始　10月７日（水）
申込締切　10月21日（水）

結果通知
10月23日（金）

4 11月３日（火・祝）
前浜海岸エリア
～国中エリア

色づく紅葉の山々と旧街道を巡る旅 10:00～14:00 10人
募集開始　10月８日（木）
申込締切　10月２2日（木）

結果通知
10月26日（月）

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 定員 申込締切日等 備考

1 10月４日（日） 相川エリア
電動アシスト付き自転車で行く！「石磨でた
どる金銀山」
※佐渡市世界遺産推進課との連携講座

①9:00～12：00
②13:30～16:30

①８人
②８人

募集開始　９月９日（水）
申込締切　９月23日（水）

結果通知
９月25日（金）

2 10月24日（土） 相川エリア
尖閣湾の風景とガケの上にある田んぼを見
て、おいしいおにぎりを食べる！

①9:30～11：30
②13:00～15:00

①15人
②15人

募集開始　９月30日（水）
申込締切　10月14日（水）

結果通知
10月16日（金）

3 11月７日（土） 国中エリア
トキにも会える!?国中・加茂湖の生い立ちと
今を訪ねる！
※佐渡市農業政策課との連携講座

①9:00～12：00
②13:30～16:30

①10人
②10人

募集開始　10月14日（水）
申込締切　10月28日（水）

結果通知
10月30日（金）

【主催】佐渡市教育委員会　　　【後援】佐渡ジオパーク推進協議会　　　

お問合せ　　社会教育課ジオパーク推進室　TEL 0259-27-2162　　FAX 0259-58-7357　　電子メール sado-geopark@city.sado.niigata.jp

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込受付後であっても本イベントが中止になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

お申込み前によくお読みください！！
◆申込みは、佐渡ジオパーク推進協議会ホームページの入力フォーム、電子メール、電話または
　 各コース申込み用紙をFAX送信にてお願いします。
◆電子メール、電話でのお申込みの際は、申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。
◆各コースの詳細や申込み用紙は、各募集開始日までに佐渡ジオパーク推進協議会ホームページで
　 お知らせいたします。（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
◆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。

令和２年度　ジオパーク市民講座　開講予定一覧

＜入門コース＞

●全３回　　●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴。№１については、大人用自転車に乗ることができる方。）
●参加費：各回500円（実施回によっては、自転車レンタル料、入園料その他実費が加わる場合があります。
　 詳しくは、佐渡ジオパーク推進協議会ホームページでお知らせいたします。）
●講師：佐渡市教育委員会社会教育課 職員、佐渡市世界遺産推進課 職員（№１のみ）、佐渡市農業政策課 職員（№３のみ）
●それぞれ同日に開催される①と②は同内容ですので、お申込み時にご希望の回を指定してください。
●応募者多数の場合は各回ごとに抽選を行います。抽選結果は電子メール等にてお知らせいたします。

ジオパークという言葉は聞いたことがあるけど…ジオパークって何かよくわからない！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見どころ（ジオサイト）を巡る、全３回のコースです。

＜初級コース＞

●全４回　　●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）　　●参加費：各回500円
●講師：佐渡市教育委員会社会教育課 職員
●応募者多数の場合は各回ごとに抽選を行います。抽選結果は電子メール等にてお知らせいたします。

【初心者向け！】大人も子どももジオパークを楽しみながら、遠足感覚で島内各地を巡るコースです。



申込日 年 月 日

（申込み先）

佐渡市教育委員会社会教育課ジオパーク推進室

〒952-8501 新潟県佐渡市両津湊198番地　佐渡島開発総合センター　２階

TEL：0259-27-2162 下記の必要事項を記入して、左記申し込み先まで

FAX：0259-58-7357 FAX又は郵送でお申込みください。

希望する講座に☑をつけてください。
入門コース
□ ドンデン山の謎に迫る！（9/5　９時～13時）（申込受付は締切りました。）
□ 幻の湖と砂丘地帯の生き物たち（10/17　10時～14時）
□ 【親子向け】石を使ってサバイバル！（10/31　10時～11時30分）
□ 色づく紅葉の山々と旧街道を巡る旅（11/3　10時～14時）

初級コース
■ 電動アシスト付き自転車で行く！「石磨でたどる金銀山」（10/4）

□ ①９時～12時 □ ②13時30分～16時30分
■ 尖閣湾の風景とガケの上にある田んぼを見て、おいしいおにぎりを食べる！（10/24）

□ ①９時30分～11時30分 □ ②13時～15時
■ トキにも会える!?国中・加茂湖の生い立ちと今を訪ねる！（11/7）

□ ①９時～12時 □ ②13時30分～16時30分
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Ｅメール

歳

※記載していただいた個人情報は、この講座以外のために使用しません。
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令和２年度ジオパーク市民講座 申込書

氏 名
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