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4国立江田島青少年交流の家

シーカヤック体験
かまがり古代製塩遺跡復元展示館

とびしま海道レンタサイクル

カキの水揚げ見学と牡蠣打ち体験
シーカヤック体験・陶芸絵付け体験

岡村島

野呂高原ロッジ

県民の浜

てつのくじら館

海上自衛隊第1術科学校
　　（旧海軍兵学校）
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上蒲刈島下蒲刈島

大崎下島豊島

とびしま海道

カッター研修

高田

三高 カッター研修

平和記念資料館平和記念資料館

世界遺産

日本遺産

日本遺産

世界遺産

ユネスコ
世界の記憶

日本遺産

体験ゾーン

明治２２年に海軍の拠点となる「呉鎮守府」が開庁。その後海軍は「呉海軍工
廠」を設置、戦艦「大和」を建造するなど、呉は国内有数の軍港として栄えまし
た。戦後は軍需産業から平和産業へと転換し、造船、鉄鋼業を中心に臨海
工業都市として発展しました。
大和ミュージアムでは、明治以降の呉の歴史について理解を深め、10分の１
戦艦「大和」や、「零戦」をはじめとした実物資料を通して平和について考える
ことができます。

見学コース

所要時間：約30～60分 所要時間：約40～60分 所要時間：約90分

海上自衛隊呉史料館

てつのくじら館

入船山記念館 海上自衛隊第1術科学校
（旧海軍兵学校）

呉市宝町5-32　☎0823-21-6111
10：00～18：00 （最終入館17：30）
毎週火曜日（祝日の場合は翌日休館）　※入館料無料
大和ミュージアム駐車場または中央桟橋駐車場を利用

呉市幸町4-6　☎0823-21-1037
9：00～17：00
毎週火曜日（祝日の場合は翌日休館）
一般 /２５０円（２００円）
高校生 /１５０円（120円）
小・中学生 /１００円（８０円）
※ （  ）内は２０人以上の団体料金
普通車 /入船山公園駐車場122台
大型バス等 /入船山西観光バス駐車場12台

江田島市江田島町国有無番地
☎0823-42-1211

江田島クラブ→大講堂→幹部候補生学
校庁舎→教育参考館
見学は事前予約が必要です。

実物の潜水艦「あきしお」内を見学できます。操舵席に座ったり、潜
望鏡を覗いたりと、潜水艦内の生活を擬似体験できます。また、海
上自衛隊の歴史と掃海艇の活動を紹介しています。

当時の資料を基に、1905（明治 38）年の建
築当時の姿に復原された旧呉鎮守府司令
長官官舎の洋館部には金唐紙が貼られて
おり、国の重要文化財に指定されています。

旧海軍兵学校は明治 21 年に東京の築地
から江田島に移転してきました。明治時代
からの建物が残っており、旧海軍関係の資
料が展示されています。また、NHK ドラマ
「坂の上の雲」のロケ地にもなりました。

呉市宝町 5-20 ☎0823-25-3017
展示室・ミュージアムショップ　9：00～18：00
（展示室入館は 17：30まで）
ライブラリー　9：00～17：00
毎週火曜日（祝日の場合は翌日休館）
一般 /500円　高校生 /300円　小・中学生 /200円
（20名以上の団体様 /各 100円引き）
65台

呉市海事歴史科学館

大和ミュージアム

所要時間：約60~120分

◉ガイダンス（約15分）や講座（約30分・15分）など、
行程にあわせて教育プログラムを選べます。（要予約）

グリーンピアせとうち
呉市安浦町三津口326-48　☎0823-84-0262
年中無休・大型駐車場あり・レストラン・大浴場完備
プール・テニスコートあり
【全67室・258名収容可能】

野呂高原ロッジ
呉市川尻町板休5502-37
☎823-87-2390
駐車場完備・レストラン・宴会場（会議室）・大浴場あり
【宿泊定員81名】

県民の浜＜輝きの館＞
呉市蒲刈町大浦7605　☎0823-66-1177
駐車場100台あり・レストラン・天然温泉完備
海水浴場・コテージ・天体観測館・プールあり
【全22室・120名収容可能】

国立江田島青少年交流の家
江田島市江田島町津久茂1-1-1  
☎0823-42-0660　FAX 0823-42-0664
大型駐車場完備（無料・大型バス可）・レストラン・大浴
場あり
【洋室36室（240人）・和室24室（160人）】

宿泊

食事 ｢呉海自カレー」
海上自衛隊呉基地所属の艦艇等で食べられている
カレーを呉市内の店舗で食べることができる取組
です。（団体受入可能店舗あり）

潜水艦「そうりゅう」 テッパンカレー▶

※ご来館については、必ず事前予約をお願いします。

◎新型コロナウイルス対策の為、入場制限を設ける場合がありますので、必ず各施設のHP等で最新の情報をご確認ください。

※人数は最大人数を表記しています。ソーシャルディスタンスを設けるため､受け入れ人数を少なくして（半数等）対応しています。詳細は各施設に確認をお願いします。 

修学旅行に対応した宿泊・昼食会場 宿泊 昼食 お問合せ 修学旅行に対応した宿泊・昼食会場 宿泊 昼食 お問合せ

部
心
中
市
呉

クレイトンベイホテル 110 350 0823-26-1111 川尻 野呂高原ロッジ 81 100 0823-87-2390

呉阪急ホテル 直接お問合せ 230 0823-20-1111 安浦 グリーンピアせとうち 258 258 0823-84-0262

呉森沢ホテル 直接お問合せ 350 0823-21-5188 倉橋 くらはし桂浜温泉館 - 50 0823-53-2575

江田島
国立江田島青少年交流の家 400 - 0823-42-0660呉ハイカラ食堂 - 160 0823-32-3108

Uminos Spa & Resort 48 40 0823-49-1515とび
しま

県民の浜 120 120 0823-66-1177

熊野 おか半総本店 - 70 082-855-6600かつら亭 50 140 0823-66-0114

平和の
大切さ 命の尊さ 科学技術の

素晴らしさ

呉地域観光連絡協議会
 ＜呉市・江田島市・熊野町・坂町＞
　 連絡先　呉　　市：観光振興課　☎0823-25-3311
　 　　　　江田島市：交流観光課　☎0823-43-1644
　 　　　　熊 野 町：産業観光課　☎082-820-5602

呉 下蒲刈40分
広島 呉30分

呉 広島40分

呉　　 広島
スーパージェット 25分
フェリー 45分

呉　　 江田島
高速船 10分
フェリー 20分

高速船 22分
広島　   江田島

呉 御手洗70分

呉 高屋JCT40分
呉 広島東IC30分
呉 熊野30分

呉 江田島40分
広島 江田島80分
広島 熊野40分所
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呉地域の修学旅行には
近くの宿がおすすめです。
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平和の大切さや命の尊さに
ついて考えることができます。

平和学習アクセス
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呉地域で修学旅行！

※この広報物は（公社）日本観光振興協会中国支部の令和3年度「提案型観光地域づくり協働事業」の助成金を受けて印刷しています。



カキの水揚げ見学カキの水揚げ見学

江田島市
キャラクター

えたぼう
呉市公式
キャラクター
呉氏

海の近くでのアクティビティや
体験学習ができます。
海の近くでのアクティビティや
体験学習ができます。
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55 66体験学習

歴史教育

￥
定
１人：600円（+400円でカキ雑炊を付けることができます）
20人～100人

水揚げ日本一の呉産カキのダイナミックな水揚げを、海域までのショートクルーズをしながら見学し、
カキ殻から身を取り出す作業を体験できます。
体験は10・11・1・2・3・4月に可能

◉カキの水揚げ見学とカキ打ち体験

￥ 小・中学生 1人：3,000円・高校生以上  1人：4,000円 （定員：最大30人）

定￥ １人：350円　　　　 最大 4艇×9人乗り

波が穏やかな瀬戸内海での体験を通して仲間同士の連帯感や
協調性を楽しみながら培うことができます。

シーカヤック体験シーカヤック体験

初心者の方も、指導員が丁寧にパドルの使い方や艇の動かし方をお教えいたします。
◉シーカヤック教室

1艇ずつ指導員が付き、漕ぎ方の指導や蒲刈の自然をご案内いたします。
◉カッター体験

※ 人数に応じて、カキ打ち体験・サイクリング・藻塩づくり体験・シーカヤック・カッター体験を組み合わせたプランをご提案いたします。まずは、ご相談ください。

時
休
9：00～17：00 （最終入館16：30）
毎週火曜日（祝日・休日の場合は翌日休館）

教室開館期間：４月～11月  要予約　☎0823-66-1166

グリーンピアせとうち（カキの水揚げ・シーカヤック・陶芸教室はこちらで予約できます。）
☎0823-84-0262

とびしま海道 下蒲刈島

とびしま海道 上蒲刈島 県民の浜

とびしま海道 上蒲刈島 県民の浜

￥ 定１人：2,500円　　　 60名〔2交代可〕

定￥ １人：2,500円　　　 60名〔2交代可〕

グリーンピアせとうち敷地内にある内海をシーカヤック（２人乗り）で巡る体験アドベンチャー。
波が穏やかな瀬戸内海で安全に体験できます。

◉シーカヤック体験

直径１５センチの平皿に絵付けを行います。作ったオリジナルの皿は後日指定場所に郵送します。
◉陶芸絵付け体験

見学は月・火曜日を除く日　☎0823-66-1040
※12月～3月は土・日・祝日のみ開館

￥
☎080-6304-0197
小・中学校修学旅行 1人：800円 ・高校修学旅行 1人：900円 

温暖な気候に恵まれた瀬戸内は、平安時代から塩田を使った製塩が盛んな土地柄です。上蒲刈島
の南西部では、それよりずっと昔の古墳時代から、日本の塩づくりの原点とも呼ばれる「藻塩焼き」が
行われていました。

「海人の藻塩」づくりが体験できる施設です。
土器を使った古代の塩づくりを体験できます。

￥
定

☎090-5600-6824（高島）
3時間500円
38人（小学校高学年以上が対象です）

サイクリストに人気のとびしま海道を、穏やかな瀬戸内の風景を楽しみながらサイクリングできます。
指定のポートで配車・乗り捨て（別料金）も可能です。

とびしま海道レンタサイクル

初級者から楽しめるレンタサイクル。
瀬戸内の穏やかな海と島々が織り成す絶景を堪能できます。

藻塩づくり体験藻塩づくり体験

かまがり古代製塩遺跡復元展示館

藻塩づくり体験施設

体験ゾーン体験ゾーン

水で筆あそび水で筆あそび 筆づくり体験筆づくり体験

見学時間  60分～120分（人数により異なります）

 カッター研修  カッター研修 

カッター研修とは、カッター（全長9ｍ、重量1.5トン）に12～24人が乗り込ん
で、12本の櫂（オール）で広島湾を漕艇する活動です。国立江田島青少年交
流の家職員の直接指導により心身を鍛えるプログラムで、半日かけてカッター
艇庫の沖に浮かぶカキ筏の間を抜けて、年齢に応じて瀬戸内海を往復で2～
8ｋｍを漕艇します。（1日コースは14～28ｋｍ）

国立江田島青少年交流の家
筆の里工房

◉見学・体験内容
・伝統工芸士による筆づくり実演見学をします。伝統工芸士に直接質問もできます。
・「水で筆あそび」など筆を使ったり触ったり、実際に体験することで学びを深めます。
【オプション：筆づくり体験】（要予約/１名3,500円/所要時間：約60分/定員：36名）
伝統工芸士の指導のもと学校でも使える書筆を作る体験ができます。
※その他にもご予算、滞在時間に応じた体験があります。ご相談ください。

筆の歴史をはじめ、書や絵画などの企画展も充実

下蒲刈島 松濤園

９：00～17：00 （最終入館16：30）
毎週火曜日（祝日・休日の場合は翌日休館）
一般 /800円（640円）・高校生 /480円（380円）・ 小・中学生 /320円（250円）
※（　）内は２０人以上の団体料金

　下蒲刈は江戸時代、内海交通の拠点として発展し、広島藩の海の関所として海駅がおかれました。こ
の地には朝鮮半島から日本に派遣された外交使節団「朝鮮通信使」が立ち寄り、藩をあげての手厚い
「おもてなし」が行われました。
　松濤園には朝鮮通信使に関する資料が数多く保存され、公開されています。また、瀬戸内海を航行
する朝鮮通信使の大船団を描いた絵巻物「朝鮮人来朝覚備前御馳走船行烈図」は平成29年にユネ
スコ「世界の記憶」に登録されました。（所要時間：約60分）

　江戸時代、潮待ち風待ちの港町として栄えた御手
洗は、そのほぼ全域が国の重要伝統的建造物群保
存地区に選定されています。
　地域の歴史的な魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定する
「日本遺産」。北前船とその寄港地を巡る歴史物語は平成29年度に東日本の11市町が認定を受けて
おり、平成30年度、呉市を含む27市町が追加認定されました。（所要時間：約30～60分）

大崎下島 御手洗
重要伝統的建造物群保存地区

「朝鮮通信使資料館」  他 文化施設

朝鮮人来朝覚備前御馳走船行烈図

ユネスコ「世界の記憶」や「日本遺産」についての歴史を学ぶことができます。

北 前 船

呉市
カキの水揚げ
日本一

クラスごとにスタッフがつき館内を案内します。

ユネスコ「世界の記憶」

〒737-2126　広島県江田島市江田島町津久茂1-1-1
☎0823-42-0660 （8：30~17：15）　FAX 0823-42-0664
休館日：12月28日～1月4日及び年間10日間

所

休

〒731-4293  広島県安芸郡熊野町中溝5-17-1  ☎082-855-3010
10：00～17：00（入館は１６：３０まで）
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 
大人：800円（600円）・小中高生：２５０円（２００円）
幼児：無料　※（ ）内は２０名以上の団体料金
※小学校・中学校の学校長が学校教育活動であることを
証明した場合、児童生徒120円、引率者無料。
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呉呉
熊 野熊 野 江田島江田島

とびしま海道とびしま海道


