
No. 月日 集合場所 見学地／講座場所 内容（予定） 時間 定員 備考

1 ４月23日（土） 南佐渡観光案内所 小木半島 小木半島コース 09:00～12:00 20人
結果通知の発送予定
　４月15日（金）

2 ５月21日（土） きらりうむ佐渡 二見半島 二見半島コース 09:00～12:00 20人
結果通知の発送予定
　５月13日（金）

3 ６月11日（土） きらりうむ佐渡 相川・金銀山 相川・金銀山コース 09:00～12:00 20人
結果通知の発送予定
　６月３日（金）

4 ９月10日（土） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

加茂湖・国中平野 加茂湖・国中平野コース 09:00～12:00 20人
結果通知の発送予定
　９月２日（金）

No. 月日 集合場所 見学地／講座場所 内容（予定） 時間 定員 備考

1 ４月17日（日）
予備日５月28日(土)

佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

小佐渡北部

佐渡ジオパークの見どころを巡りな
がらの写真教室
講師：伊藤ヨシユキ様
　　　　（佐渡PRフォトグラファー）

09:00～12:00 15人

結果通知の発送予定
　４月13日（水）
※スマートフォンをお持ち
ください（機種不問）。

2 ７月30日（土） 加茂湖ボートハウス 加茂湖
加茂湖でシーカヤック体験
講師：NPO法人サードフィールドさど
インストラクター

13:30～16:00 15人

結果通知の発送予定
　７月22日（金）
※参加費とは別に、シー
カヤック体験料として、
3,800円（予定）が必要

3
11月３日
（祝・木）

大佐渡石名天然杉駐
車場

大佐渡石名天然杉 大佐渡石名天然杉をトレッキング 10:00～12:00 15人
結果通知の発送予定
　10月25日（火）

No. 月日 集合場所 見学地／講座場所 内容（予定） 時間 定員 備考

1 ７月23日（土） 小木ダイビングセンター
小木半島

（琴浦付近）
シーカヤックで小木海岸探検！ 09:30～12:00 15人

結果通知の発送予定
　７月15日（金）

2 ７月23日（土）
佐和田行政サービス
センター駐車場

二見半島
（夫婦岩付近）

塩づくり体験 09:00～12:00 15人
結果通知の発送予定
　７月15日（金）

3 10月１日（土） あいぽーと佐渡 あいぽーと佐渡 しんこ作り体験 09:00～12:00 10人
結果通知の発送予定
　９月22日（木）

4 10月１日（土） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

大野亀付近の海岸 石を使ってサバイバル！ 08:30～12:30 15人
結果通知の発送予定
　９月22日（木）

令和４年度　ジオパーク市民講座　開講予定一覧

　親子で楽しくジオパーク体験をするコースです。

【単発講座】＜親子で遊ぼうコース＞ 申込締切：備考欄をご確認ください。申込締切はいずれも締切日の１７：００までです。

●全４回（№1と№2、№3と№4は、重複して申し込むことはできません。）　　●対象：小学生以上のお子様とその保護者　　●参加費：1人500円
●講師：佐渡市教育委員会社会教育課ジオパーク推進室 職員、外部講師
●応募者多数の場合は各回ごとに抽選によって参加者を決定します。抽選結果はメール等にてお知らせします。

　ガイドと共に佐渡ジオパークの見どころを、マイクロバスで巡るコースです。

申込締切日

７月13日（水）

７月13日（水）

９月21日（水）

９月21日（水）

【主催】佐渡市教育委員会 社会教育課 ジオパーク推進室　（問）TEL 0259-27-2162　FAX 0259-58-7357　E-mail sado-geopark@city.sado.niigata.jp

【後援】佐渡ジオパーク推進協議会　　　

申込締切日

10月21日（金）

７月20日（水）

申込締切：備考欄をご確認ください。申込締切はいずれも締切日の１７：００までです。【単発講座】＜エンジョイ！ジオパーク♪コース＞

　各種体験教室をとおして、佐渡ジオパークを様々な角度から楽しむコースです。

●全３回　　●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●参加費：１人700円
　（その他、実施回によって、体験料等の実費が加算されます。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します。）
●講師：ジオパーク推進室職員、外部講師
●応募者多数の場合は、各回ごとに抽選によって参加者を決定します。抽選結果はメール等にてお知らせします。

申込締切日

申込締切：備考欄をご確認ください。申込締切はいずれも締切日の１７：００までです。【単発講座】＜チャレンジコース＞

●全４回　　●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）　　●参加費：１人700円
●講師：佐渡ジオパークガイド
●応募者多数の場合は、各回ごとに抽選によって参加者を決定します。抽選結果はメール等にてお知らせします。

８月31日（水）

６月１日（水）

５月11日（水）

４月13日（水）

４月12日（火）

　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！！
◆お申込みは、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FAX送信にて

お願いします（参加希望回、参加者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスをお知らせください。）。

◆各コースの詳細は、申込締切日のおおむね２週間前までに佐渡ジオパーク推進協議会ホームページ

（URL https://sado-geopark.com/）でお知らせします。ホームページが見られない等の不都合のある方は、

直接お問い合わせください。

◆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しません。



No. 月日 集合場所 見学地／講座場所 内容（予定） 時間 定員 備考

1 ５月15日（日） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

小佐渡北部 萌える里山満喫ツアー 9:00～15:00 20人
結果通知の発送予定
　５月６日（金）

2 ６月５日（日） 金井コミュニティセンター 国中、前浜
田んぼの魅力発見ツアー
※GIAHS関係者との連携講座

9:00～15:00 20人
結果通知の発送予定
　５月27日(金)

3 ７月９日（土） 金井コミュニティセンター 西三川、小木 化石発見タイムスリップツアー 9:00～15:00 20人
結果通知の発送予定
　７月１日（金）

4 ８月６日（土） 金井コミュニティセンター 沢根、西三川 石と語ろう!!標本作成ツアー 9:00～15:00 20人
結果通知の発送予定
　７月29日(金)

5 10月29日（土） 新穂行政サービスセンター 国中
謎の鉱山「新穂銀山」探検ツアー
※世界遺産推進課との連携講座

9:00～15:00 20人
結果通知の発送予定
　10月21日(金)

6 11月５日（土） 金井コミュニティセンター
国中、前浜、
小佐渡北部

銘石のふるさと巡り 9:00～15:00 20人
結果通知の発送予定
　10月28日(金)

7 11月12日（土） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

海部北部 外海府の奇岩を訪ねて 9:00～15:00 20人
結果通知の発送予定
　11月４日(金)

8 ３月25日（土） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

海部北部 早春の大平山探索ツアー 9:00～15:00 20人
結果通知の発送予定
　３月17日(金)

No. 月日 集合場所 見学地／講座場所 内容（予定） 時間

1 7月3日（日） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

佐渡ジオパークセンター
開講式　ジオパークとは？ガイドと
は？

9:30～16:30

2 ７月17日（日） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

佐渡ジオパークセンター
佐渡の成り立ちはどうやって知る
の？地球を知る方法を学ぼう！

9:30～16:30

3 7月31日（日） 金井コミュニティセンター 相川方面 金銀鉱脈の誕生と石磨の利用 9:30～16:30

4 ８月7日（日） 金井コミュニティセンター 小木方面 海に沈んだ佐渡島？ 9:30～16:30

5 8月21日（日） 金井コミュニティセンター 国中方面 島の真ん中に平野がある理由は？ 9:30～16:30

6 8月28日（日） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

佐渡ジオパークセンター 良いガイドとは？ 9:30～16:30

7 9月11日（日） 金井コミュニティセンター 国中方面 ガイディング実習１ 9:30～16:30

8 9月25日（日） 金井コミュニティセンター 小木方面 ガイディング実習２ 9:30～16:30

9 10月9日（日） 金井コミュニティセンター 相川方面 ガイディング実習３ 9:30～16:30

10 10月16日（日） 佐渡市消防本部 佐渡市消防本部 普通救命講習、模擬ガイド試験、閉講式 9:00～17:00

５月25日(水)

【主催】佐渡市教育委員会 社会教育課 ジオパーク推進室　（問）TEL 0259-27-2162　FAX 0259-58-7357　E-mail sado-geopark@city.sado.niigata.jp

【後援】佐渡ジオパーク推進協議会　　　

　およそ３か月をかけて、前半は、「ジオパーク」とはどのような取組なのか？佐渡島の成り立ちはどうやって分かったのかを学び、見どころを見学します。後半
は、学んだ知識を人に話すときのコツや、実際に見学した場所にもう一度訪れ、説明することができるようになるための練習を行います。
　ジオパークガイドとして活動してみたい、今まで単発の講座に参加したことはあるけど、しっかりとジオパークのことを学んでみたいという人におすすめのコースで
す。

令和４年度　ジオパーク市民講座　開講予定一覧

●全１0回　　●対象：高校生以上　　●参加費：無料（ただし、テキスト代1,650円が必要）　　●定員：15名
●講師：佐渡市教育委員会社会教育課ジオパーク推進室職員、外部講師
●初めての講座参加も大歓迎です！
●全10回のうち、規定の回数を受講した方に、講座修了証を交付します。修了者は、準ガイド認定証を申請できます。詳細はお問い合わせください。
●応募者多数の場合は、抽選によって受講者を決定します。抽選結果は、メール等にてお知らせします。

【連続講座】＜ガイド養成講座＞
みんなでジオパークのことを説明できるようになろう！ 申込締切：６月20日（月）　１７：００まで

●全８回　　●対象：高校生以上　　●参加費：700円
●講師：相田満久（佐渡市教育委員会社会教育課ジオパーク推進室 ジオパーク推進指導員）、外部講師
●応募者多数の場合は、各回ごとに抽選によって参加者を決定します。抽選結果はメール等にてお知らせします。

申込締切日

10月19日(水)

５月２日(月)

６月29日(水)

申込締切
　６月20日（月）
　　　17：00まで

結果通知の発送
　６月24日（金）頃

　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。

７月27日(水)

備考

　佐渡ジオパークの見どころを巡り、一緒に地域の価値を学びましょう！楽しむことはもちろん、佐渡ジオパークの新たな魅力の発見があります。このコースは、
ガイド養成講座を受講する方にも、おすすめのコースです。

【単発講座】＜わくわくコース＞ 申込締切：備考欄をご確認ください。申込締切はいずれも締切日の１７：００までです。

申込締切日等

10月26日(水)

11月２日(水)

３月15日(水)

令和４年４月８日(金)発行

お申込み前によくお読みください！！
◆お申込みは、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FAX送信にて

お願いします（参加希望回、参加者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスをお知らせください。）。

◆各コースの詳細は、申込締切日のおおむね２週間前までに佐渡ジオパーク推進協議会ホームページ

（URL https://sado-geopark.com/）でお知らせします。ホームページが見られない等の不都合のある方は、

直接お問い合わせください。

◆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しません。


