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くれる１時間半のコースがオススメ︒

ラクターが丁寧に乗船講習を行って

さまざまなアウトドア＆ネイチャー
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プログラムを提供している﹁志摩自
湾 を 存 分 に 楽 し む﹁ シーカ ヤック
子どもたちは︑歓声をあげて大感激︒

﹁箱メガネ﹂を使って水中をのぞく

きな魚が水面を飛び跳ねる様子を目

ときには︑ボラやイサギといった大

艘のカ

艘につきスタッフ１人が同伴していま
にすることもあるといいます︒ツーリ

ヤックが出発することもあります︒５
すので︑安心して楽しんでもらえま
ングの途中には︑無人島へ上陸︒生

﹁春の大型連休には一度に

経験になりました﹂﹁期待していた
す﹂と学校創立当初からのメンバー

ツーリング﹂︒
﹁初めての体験に子ど

以上に海の上は気持ち良くて︑一生
で体験運営管理主任の西井要さんは

もたちは非常に喜んでいて︑貴重な

者からは喜びの声が届いています︒
冒険を存分に楽しめます︒

体験時間 2時間コース 体験料金 1人3,000円
※電動自転車の場合4,000円。延長1時間あたり+1,000円
実施時期／通年
（夏季は除く）

今後 年の間に 〜 ％の確率で

講座を実施しました︒

の確保の仕方やロープワークなどの

無人島でのキャンプでは︑水や食料

災ワークショップキャンプ﹂を開催︒

◇サイクリングガイドツアー

き物に触れたり︑泳いだりと海での

カヤックやウォーターボールの他

◇志摩の国ガイドウォーキング

話します︒学校には︑日本レクリエー

に牽引されて海の上を約 分間浮遊

にも︑ウォーキングやサイクリング

体験料金 大人3,800円 子ども3,300円
※子どもは小学生以下。総重量160kgまで同乗可能
体験時間 約30分間
（準備15分間・体験15分間）
※7月〜9月は夕刻から実施

ショナルカヌー協会︵ＪＲＣＡ︶認定

年

するプログラムです︒ひんやりとし

を楽しめるプログラムも展開︒歴史

◇NWWAウォーターボール de 自然体験

波が穏やかな英虞湾で楽しむシー

人と海が共生する里海で
自らの夢を実現した校長
志摩自然学校の開校は︑平成
６月︒志摩市が誕生して半年以上が
経ったころでした︒自然体験プログ
ラムの運営を委託されたのは︑志摩
自然学校校長の生賀照央さんです︒
もともとは︑京都で海産物販売店を
営んでいた生賀さんは︑自然と密接
に関わる仕事をしたいと一念発起︒
全国各地を探し歩き︑人と海が共生
平成９年︑ 歳で志摩に移住︒大王

している志摩の里海に出合います︒

た海面と一体になれる感覚を楽しめ

深い志摩市の漁村や︑のどかな海辺

有事に備えて
キャンプのノウハウを学ぶ

ると︑人気︒総重量１６０㎏まで搭

を歩くウォーキングは︑専任ガイド

２・５メートルのボール内に入り︑船

ターボール 体験﹂をスタート︒直径

て︑７年 前から県 内 唯一の﹁ ウォー

あるシーカヤックツーリングに加え

設立当初からの人気プログラムで

り︑現在に至ります︒

町波切地区で定置網漁業に７年携わ

40

乗可能なので︑小さな子どもと一緒

と一緒にのんびりとまち歩きを楽し
めます︒かつお茶漬けが味わえるほ
か︑寺での座禅が体験できるプラン
掘する機会となりそうです︒

もあり︑わがまちの新たな魅力を発
サイクリングにも︑専任ガイドが
同行︒これからの季節は︑新緑がま
ばゆい風 光 明 媚 な景 観 を 楽しめま
す︒
年

その一方で︑地域の安全を守る活
動にも取り組んでいます︒平成

1時間半コース 大人4,000円 子ども3,000円
3時間コース 大人6,000円 子ども4,500円
サンセットカヤック1時間コース 大人4,000円 子ども3,000円
※子どもは小学生以下 3歳から体験可能

カヤックツーリングは︑子ども連れ

の思い出になりました﹂など︑体験

30

愛 犬とともに楽し
む「NWWAウォー
ターボール® de わ
んわんメモリアル」
も実施。通常料金
に+2,800円〜

には︑被災を想定した﹁巨大地震減

有事に備えるべく︑今後も野外生活

発生するとされる南海トラフ地震︒

どを積極的に開催していきたいと考

のノウハウを学ぶワークショップな

シーカヤックやウォーターボール

えています︒
などのレジャーから︑災害時に役立
つサバイバル技術の体験学習まで︑
志摩の雄大な自然を生かしたさまざ
志摩自然学校︒郷土の魅力を再発見

まな体験プログラムを提供している
するべく︑家族や友人と出かけてみ
ませんか︒地域の宝である里海では︑
今までに味わったことのない体験が
待ち受けていることでしょう︒

写真／志摩自然学校提供、みやちとーる デザイン／Beanstalk 白石純也
文／宮澤裕司

インストラクターの資格を
有するスタッフが在籍。
「わかりやすく説明してく
れて、初めてでもシーカ
ヤックを安心して楽しめ
ました」と体 験 者から感
謝の声が届きます
コース内容 マイランチコース
（昼食付）2,700円ほか
実施時期／通年
（春の大型連休、
７月〜８月、年末年始を除く）
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生き物に触れたり、泳いだりと海での冒険を存分に楽しめます。
ツーリングの途中には、無人島へ上陸。
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にファミリーで楽しめます︒

西井 要さん

70

17

日本カヌー連盟JRCA公認指導員の資格を
持つ西井要さん。
「シーカヤックを体験する
際は、身体を動かしやすくて濡れても大丈夫
な服装で。スカートは避けてくださいね」
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志摩自然学校

30

◇英虞湾エコツアー シーカヤックツーリング
27

志摩市大王町波切2199 ともやま公園内
営業時間／9：00〜17：00
定休日／不定休 ※悪天候の場合、体験メニュー中止の場合あり
TEL 0599-72-1733

志摩自然学校
information
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