ていざんぼり

たいけん

ばじゅつじょう

な

すな

貞山堀で釣り体験

馬術場でもっと知ろう！うまのこと

“鳴り砂”のヒミツをさぐれ

〜こんにちは､“手長エビ”

〜潮風サイクリング 1

〜本気の自由研究 ! 仙台湾岸バスツアー（全3回）

せんだいの海辺といえば、日本一長い貞
山堀（貞山運河）。海辺の竹で作った竿で、
手長エビ釣りに挑戦します。

馬術場での「うまの生態学習」。うまのことをいろいろ
教えてもらいます。震災のとき、うまたちはどうして
いたのか、そんなお話も。

乾いた砂浜を歩くと「キュッキュッ」とか「クィックィッ」という不思議な音を出す砂 “鳴り砂”。
どうして砂が鳴るの？震災のあと、砂浜は変わった？ “鳴り砂” さがしから見えてくることとは…。

日［月･祝］
9:30〜12:00
7 月18
18日
㊗ 9:30〜12:00

7 月 21日

7 月 23日

集合：海岸公園センターハウス
参加費：500 円（えさ代等）
円（餌代等）
★棟方有宗さん（宮城教育大学の先生）
石井明さん（センターハウスの釣り名人）

集合：海岸公園センターハウス
参加費：1,500 円（生態学習費、レンタサイクル利用料等）
★海岸公園馬術場スタッフ

てなが

あらはま

荒浜のスナガニ博士とスナガニさがし
荒浜の深沼海岸を歩いているとみつかる小さい穴。
この穴に潜んでいるスナガニを探します。1m 掘った
らみつかる⁈ 紙芝居『スナガニこたろう』をみて、
海岸へ GO ！

7 月 28日

9:30〜11:30

集合：海岸公園センターハウス
参加費：100 円（保険料）
★佐藤豊さん（スナガニ博士）、二瓶そのさん（荒浜文庫）、
髙橋千尋さん（センターハウスのレンジャー）

さんぼんづか

しおかぜ

9:30〜12:00

せんだいわんがん

〜8月 21日

集合：せんだい 3.11 メモリアル交流館
参加費：2,000 円（ルーペ代、貸切バス代等）
★早川紘之さん（鳴り砂博士）

とく

①講座 7 月 23日

10:30〜12:00

9:00〜16:00
9:00〜16:00

※蒲生・荒浜・名取・岩沼・亘理の海岸

③自由研究発表 8月 21日

10:30〜12:00

い ど

のうぎょうえんげい

夏休みの工作はこれで決まり！

行っ得！農業園芸センター〜早起きウォーキング

ぼうひろスタッフと 土の水辺で生き物探検

〜海辺の竹で虫かごづくり

→ひまわりブーケ→果樹園→ごほうびジェラート

〜潮風サイクリング 2

竹ひごを使って虫かごをつくり、ものづくりの楽しさを
味わいます。竹細工名人が作った実物そっくりのスズム
シ、カブトムシも登場！

夏の太陽を浴びて、青々と広がる田んぼを眺めながら
一本道を歩きます。いろいろ体験した後は、ここだけ
の果実ジェラートでひんやり。早起きは三文の徳！

自転車で貞山堀沿いを気持ちよく走り、冒険広場のス
タッフと一緒に水辺や湿地にいる生き物をさがします。
カニ？エビ？魚？どんな生き物に出会えるかな。

8月 3日

8月 6日

8月 9日

または

8月 4日

小学 4 年生以上

9:30〜12:00

場所：せんだい 3.11 メモリアル交流館
参加費：500 円（材料費）
★二瓶照満さん（竹細工名人）、二瓶そのさん（荒浜文庫）

しおかぜ

かじゅえん

8:15〜11:00

集合：せんだい 3.11 メモリアル交流館
参加費：1,000 円（材料費、ジェラート代等）
★農業園芸センターのスタッフ

9:00〜12:00

集合：海岸公園センターハウス
参加費：600 円（レンタサイクル利用料等）
★海岸公園冒険広場のスタッフ
共催 / 海岸公園冒険広場

たんけん

この夏､とくべつな砂あそび！

〜やぎ､プチ農業体験､ご当地クイズ､エトセトラ

〜めざせ､“新浜タワー”

〜深沼海岸で“サンドアート”体験

市営バスで三本塚の畑へ。みかんとれもんとあそん
で、採れたてのトマト・えだ豆を食べて、ご当地
クイズ大会（景品付き）で盛り上がろう！
みかん

市営バスで新浜「みんなの家」へ。センターハウスの
レンジャーと、新浜の生き物たちに出会う探検ツアー。
めざすは、今年貞山堀沿いに登場した “新浜タワー” ！

深沼海岸の砂浜で、サンドアーティストと一緒に、
砂にまみれてみませんか？夏休みの最後に、せんだ
いの海辺で、思い思いの作品づくり！

8 月18日

8 月 20日

8月 23日

しんはま

9:00〜13:30

参加について

・右の二次元コードよりお申込みください。（手続きが難しい方は、お電話でも受け付けます）
・参加確定後、スケジュールや持ち物等の詳細をご案内します。
・8 月 9 日［火］実施までのプログラムは、7 月 7 日［木］10:00 からお申込みを開始します。
、8 月20日［土］
、23 日［火］のプログラムは、8 月 7 日［日］10:00 からお申込みを開始します。
・8 月18 日［木］
※新型コロナウイルス感染拡大防止と熱中症対策を講じた上でおこないます。ご協力をお願いいたします。

10:00〜12:00
荒浜

海岸公園
センターハウス

原町

線 137

TEL

022-288-4021

震災遺構
仙台市立荒浜小学校

荒浜
三本塚

海岸公園馬術場
海岸公園冒険広場

（おとなの方といっしょに参加してください）

新浜タワー
10

大沼

集合：海岸公園センターハウス
参加費：500 円（材料費、保険料等）
★保坂俊彦さん（サンドアーティスト・東松島市地域おこし協力隊）

井土

定員 各プログラム先着子ども10 名程度

54

（ただし、8/23 サンドアートのみ 25 名）

井土浦

お問い合わせ

せんだい 3.11 メモリアル交流館
〒984-0032

お申し込みはこちらから

新浜
みんなの家

せんだい
農業園芸センター

荒井駅

蒲生

東
部
復
興
道
路

お申込みについて

赤沼

対象 ６才〜12才の主に小学生

田川

蒲生

地下鉄
東西線

★ = 一緒にあそんでくれる人、おしえてくれる人、手伝ってくれる人
潮風サイクリング＝センターハウスのレンタサイクルで目的地まで走ります

七北

仙台湾

・参加費は子ども 1 名分の金額です。
・子ども 1 名分の参加費に大人 1 名分の保険料も含んでいます。
・複数の子どもの参加に保護者となる大人 1 名という組み合わせも可能です。
・海岸公園センターハウスは、荒井駅 2 番のりばより、市営バス「震災遺構仙台市立荒浜小学校前行」に乗車（約 15 分）し、
「震災遺構仙台市立荒浜小学校前」下車で、徒歩15分です。
「震災遺構仙台市立荒浜小学校前」下車で、徒歩15
分です。
・お車で交流館にお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。海岸公園センターハウスには、無料の駐車場があります。

せんだい 3.11
メモリアル交流館

仙台
東部
道路

集合：せんだい 3.11 メモリアル交流館
参加費：100 円（保険料）と市営バス代
★髙橋千尋さん（センターハウスのレンジャー）
、
遠藤源一郎さん（新浜町内会）

ふかぬまかいがん

仙台駅から
地下鉄東西線で
荒井駅まで13分

貞山
運河

レンジャーと行く！海辺の森の探検ツアー

集合：せんだい 3.11 メモリアル交流館
参加費：500 円（材料費、保険料等）と市営バス代
れもん
★小野吉信さん（三本塚町内会）、
二木洸行さん、渡邊陽人さん（やぎの飼い主ReRootsメンバー）

7 月 24日

または

日
②バスツアー 7 月 31
31日

三本塚の畑でお楽しみ会

9:30〜14:30

小学 5 年生以上

名

取

川

宮城県仙台市若林区荒井字沓形85-4（地下鉄東西線荒井駅舎内）

TEL 022-390-9022 E-mail ofﬁce@sendai311-memorial.jp
Web https://sendai311-memorial.jp/ ［通常開館 10:00-17:00］

閖上

藤塚

せんだいの海辺
約 1km

