
岩手県大槌町岩手県大槌町
合宿・学習旅行補助事業合宿・学習旅行補助事業

ご案内ご案内

大槌町では、町内の宿泊施設をご利用される
合宿・学習旅行の団体を応援する補助制度を実施しています。

小・中・高校学校の学習旅行や部活の合宿、
大学のゼミやサークル合宿、企業研修などに、ぜひご利用ください。

近隣のスポーツ施設、研修室のご紹介をはじめ、
震災学習、リーダーシップ研修、食体験、

地域住民との交流などのご相談も承っております。

2022 年度版2022 年度版



岩手三陸
大槌町って
こんな町！

補助の内容

補助金額	 1団体最大 25〜35万円
	 ①宿泊費…………1 人につき 1 泊 2,000 円
                                               （但し、1 団体につき上限 20 万円）
        例）50 人× 2 泊× 2,000 円＝ 20 万円
   　　     20 人× 5 泊× 2,000 円＝ 20 万円
 ②交通費…………鉄道賃、船賃、車賃（バス等の借上げ料含む）、
                                                   航空賃、等
	 	 	 					1 団体あたりの上限金額は、下記表を参照

大槌町は、三陸沿岸のほぼ真ん中に位置
する、海と山に挟まれた自然いっぱいの
小さな町です。東日本大震災の大津波で
甚大な被害をうけましたが、復興に向かっ
て日々前進しています。
のんびり穏やかな環境と、美味しい海の幸・山の幸が豊富。「サーモン」

「牡蠣」「うに」「旬の魚」「松茸」「鹿肉」はぜひ食べていただきた
い特産品です。また、「虎舞」「鹿子踊」「大神楽」などの郷土芸能
が盛んなのも自慢です。三陸鉄道や三陸沿岸道路などが開通したこ
とで、盛岡や新花巻、そして仙台からの交通アクセスもとても便利に
なりました。
最初はちょっと恥ずかしがり屋の大槌町民ですが、あたたかくみなさ
まをお迎えします。

団体の所在地 補助金額上限

岩手県内 5 万円

岩手県を除く東北 6 県 7 万円

上記以外の都道府県 15 万円

対象  スポーツ・芸術文化活動の合宿、文部科学省の定める学習  
                             指導要領の旅行・集団宿泊的行事（ただし修学旅行を除く）、
  ゼミ・サークル、ボランティア活動などを目的とする団体

要件  ・１団体 10 人以上 80 人以下であること。
  ・町内の指定施設に宿泊すること
  ・大槌町、釜石市、山田町の施設、または大槌町の 体験
  プログラムを利用すること

申込方法 大槌町観光交流協会へ問い合わせのうえ、事前申込書を
  ご提出してください。詳しくは同協会の公式サイトをご覧く  
               ださい。

対象期間 2022 年 5 月 10 日チェックイン〜 2023 年 2 月 28 日
  チェックイン



純和風を基調としたビジネスホテル。大
槌駅から徒歩 10 分、徒歩圏内に飲食
店などがあり、アクセス至便。15 畳の
和室（シャワー室 2 個付き）もあるため、

4 〜 5 名の
グループで
利用する方
にもおすす
め。EV 車
充電可能。

ビジネスホテル寿 DATA

合宿プラン料金（税込）：シングル 7,700 円、ツ
イン 8,700 円、和室 6,600 円（、朝食 550 円
最大収容人数：24 名
部屋数 : シングル 10、ツイン 2、和室 2
駐車場：10 台（大型バス可）
住所：大槌町新町 60-1
TEL：0193-42-5692　FAX：0193-42-4433
HP：https://www.hotel-kotobuki.com/
送迎：なし

町内で一番大きなホテル。地元の食材
をメインとした新鮮な海の幸が味わえる
食事と、客室や大浴場から三陸海岸が
一望できるロケーションが自慢。宴会場、

会議室など
多目的に使
用できる施
設 の ほ か、
ランドリー
も完備。

三陸花ホテルはまぎく DATA

合宿プラン料金（税込）：1 泊 2 食付き 8,800 円〜
最大収容人数（貸切可能人数）：250 名 （200 名〜）
部屋数：和室 27、和洋室 13、洋室 21（各部屋ト
イレ付）
駐車場：約 100 台（大型バス 10 台可）
住所：大槌町浪板海岸 14-4-5
TEL：0193-44-2111　FAX：0193-44-2053
Mail：info@sanriku-hana.jp
HP：https://www.sanriku-hana.jp/
送迎：応相談

「食と癒しでやる気アップ」がモットー
の宿。旧街道 「くじら道」 の起点に位置
する。海 ・山 ・街をアクティブにたどる
旅。Wi-Fi 完備でワーケーションにも対

応。 さ ら
に自由室 2
室、洗濯機
あり。

かふぇ宿柿栗館 DATA

合宿プラン料金（税込）：1 名 9,900 円
最大収容人数：原則 1 グループ（10 名まで）
部屋数：和室 4、洋室 3（2 段ベット部屋有）
駐車場：5 台（大型バス 1 台可）
住所：大槌町大槌 15-95-274
TEL：0193-27-7711　FAX　0193-27-7712
Mail：ttry2011@galaxy.ocn.ne.jp
HP：https://tokuta.tech/
送迎：なし ( タクシー 4 分、町民バス小野田下車 5 分 )

幕末から震災前までは大槌駅の近くで、
震災翌年からは現在地で、仮設での営業
をしている。大槌駅から徒歩 15 分、大型
スーパーまで徒歩 10 分、コンビニまで徒

歩 5 分と便
利 な 立 地。
ミーティン
グ等にプロ
ジェクタの
貸し出し可。

小川旅館 DATA

合宿プラン料金（税込）：5 名以上和室 1 泊 2 食付
7,700 円、洋室（個室）1 泊 2 食付 8,800 円
最大収容人数：３0 名 （10 名以上貸切可）
部屋数 : 和室 8　洋室 5
駐車場：20 台（大型バス可）
住所：大槌町小鎚 26-131-1
TEL：0193-42-2628　FAX：0193-42-2642
Mail：manager@ogawaryokan.jp
HP：https://ogawaryokan.jp
送迎：なし（大槌駅から徒歩 15 分）

おすすめの 

宿

大槌町合宿・学習旅行補助に対応している町内の宿泊施設一覧です。
町中、海のそばのホテルや民宿、山の自然豊かな立地の宿などが揃っ
ています。ご予約の際は、大槌町の「合宿・学習旅行補助利用」と
お伝えください。
また、複数の宿への分泊や目的に応じた
宿などのご相談は、大槌町観光交流協会
で承ります。



オーナーのお母様手づくりの手毬やつる
し雛が空間を色鮮やかに彩る、和モダ
ンな内外装が特徴の宿。地元の旬の海
産物を使用した食事も自慢だ。10 名以

上で貸し切
り利 用 可。
一 部 の 部
屋からは三
陸鉄道と海
が望める。

三陸の宿 蔵 DATA

合宿プラン料金（税込）：1 泊 2 食付８,800 円
最大収容人数：15 名 （10 名以上貸切可）
部屋数 : 和室 2　ツイン 5
駐車場：8 台
住所：大槌町吉里吉里 2-19-18
TEL：0193-44-2105　FAX：0193-44-3558
Mail：sanrikunoyado.kura@gmail.com
HP：なし
送迎：あり（4 名まで）

地元食材を活かしたボリューム満点の食
事と、明るく元気な名物女将が出迎え
る民宿。人気の飲食店も経営している。
浪板海岸駅より徒歩 5 分。部屋からは、

雄 大 な 海
景色を堪能
できる。食
事内容も柔
軟に対応し
ている。

さんずろ家 DATA

合宿プラン料金（税込）：1 泊 2 食付 大人 7,450 円、
小学生以下 6,380 円
最大収容人数：30 名 （18 名以上貸切可）
部屋数 : 和室 6
駐車場：20 台＋軽専用 3 台
住所：大槌町吉里吉里第 13-9-22
TEL：0193-44-2413　FAX：0193-44-3208
HP：https://indoor-lodging-1115.business.site/
送迎：なし（駅より徒歩 5 分）

ピンクの看板が目印の海沿いにある民
宿。浪板海岸の砂浜まで見渡すことがで
きる眺望が素晴らしい。併設している飲
食店で昼食もとることができるほか、事

前予約で弁
当の用意も
可。部屋の
広さは 6 〜
15 畳 と 多
種ある。

タカマス民宿 DATA

合宿プラン料金（税込）：1 泊 2 食付 7,150 円
最大収容人数：25 名
部屋数 : 和室 6
駐車場：約 24 台
住所：大槌町吉里吉里 11-64-10
TEL：0193-44-2907　FAX：0193-44-2907
HP：https://takamasu.jimdofree.com/
送迎：あり（7 〜 8 名）

蓬莱島がある赤浜地区にある民宿。漁
師の主人がとった海産物を、女将が美味
しいお料理にして提供。木をふんだんに
使った食堂は、心休まる空間となってい

る。共同洗
面台が 3 台
あり、朝の
混む時間で
もスムース
に利用可。

民宿 あかぶ DATA

合宿プラン料金（税込）：1 泊 2 食付 7,000 円
最大収容人数：20 名 （10 名以上貸切可）
部屋数 : 和室 7、洋室１
駐車場：10 台、マイクロバス 2 台
住所：大槌町赤浜 1-109
TEL：0193-42-6877　FAX：0193-42-6877
HP：なし
送迎：要相談

昔ながらの民家のあたたかさや家庭的な
おもてなしが特徴。海岸沿いにあり食堂
から海が一望できる。部屋割りは柔軟に
対応、風呂は一度に4 名入れる広さがあ

り、合宿利
用にも向い
ている。事
前予約で弁
当の提供も
している。

民宿サトウ DATA

合宿プラン料金（税込）：1 泊 2 食付 7,000 円
最大収容人数：27 名 （10 名以上貸切可）
部屋数 : 和室 7
駐車場：20 台（大型バス可）
住所：大槌町吉里吉里 11-64
TEL：0193-44-2749
HP：https://r.goope.jp/minsyuku310
送迎：なし（駅から徒歩 4 分）



閑静な住宅街の一角にある民宿。館内
は開放的なつくりで、食事はホタテ漁師
の主人自慢の海の幸がテーブルいっぱ
いに並ぶ。男女別の風呂は一度に 3 人

入浴可、洗
面台・洗濯
機も複数台
あり、快適
な合宿生活
ができる。

民宿六大工 DATA

合宿プラン料金（税込）：1 泊 2 食付 7,000 円（小学
生以下 500 円引）
最大収容人数：30 名 （15 名以上貸切可）
部屋数 : 和室 9
駐車場：16 台（大型バス可）
住所：大槌町大ヶ口 1-21-20
TEL：0193-42-4036　FAX：0193-42-4036
HP：http://miyakootsuchi.web.fc2.com/rokudaiku.html
送迎：あり（2 〜 3 名）

短編映画「未来のカケラ」の撮影が行
われたところ。こぢんまりとした隠れ家
のような小さな宿で特別な時間をゆっ
くり楽しめる。料理上手な女将による、

旬 の 食 材
を つ か っ
た 食 事 も
おすすめ。

藤原民宿 DATA

合宿プラン料金（税込）：1 泊 2 食付 7,700 円
最大収容人数：４〜 5 名
部屋数 : 和室 3
駐車場：4 台
住所：大槌町吉里吉里 4-5-38
TEL：0193-44-2456　FAX：0193-44-2456
HP：なし
送迎：なし

短期から長期滞在まで格安で幅広く活
用できるウィークリーマンションタイプの
宿。徒歩圏内にスーパーやドラッグスト
アもあり、洗濯機や冷蔵庫など家電も部

屋に揃って
いる。自炊
で 気 軽 に
宿泊したい
グループに
おすすめ。

Green Villa DATA

合宿プラン料金（税込）：素泊まり 4,000 円、
2 泊目以降または 2 人目以降 3,000 円（自炊可）
最大収容人数：6 名
部屋数 : 和洋室 1、洋室１
駐車場：5 〜 6 台
住所：大槌町大槌 24-22-7
TEL：0193-27-8263（Ce-cafe 内）
Mail：ce.cafe.otsuchi@gmail.com
LINE ID：@313yqbpt
送迎：なし

貸切バス・タクシーのご案内町内観光貸切バス・タクシー

▶▶▶城山観光
マイクロバスから大型バスまで揃ってい
る観光バス会社。新幹線駅からの送迎、
周辺観光、町内移動などにご利用くださ
い。要望によって Wi-Fi 接続サービスも
行っています。

お問い合わせ・お見積もり・ご予約
TEL:：0193-44-2124
HP：https://shiroyama-kb.com/

▶▶▶タクシー
タクシーは、大槌駅やショッピングセンター

「マスト」などに常時待機しているほか、電話
で呼ぶことができます。会社によってはジャン
ボタクシーもあり。

大槌タクシー	 TEL：0120-42-2256

大安タクシー	 TEL：0120-194-089

大槌町の宿情報は、
大槌町観光交流協会の
ホームページもご覧ください

CHECK
町内宿泊施設情報 民宿宿泊体験ブログ



用途 施設名 施設概要 主な付属施設 料金（変更していることがありますので、必ずご予約前にご確認ください） 住所 問合せ・申込先

野球 大槌町営野球場 野球場（HB 〜 C116m、HB 〜 L・R91.5m）
照明（有料）、更衣室、
スコアボード（有料）、
多目的室、他

1 時間　高校生以下 1,300 円〜、一般 2,600 円〜 大槌町新町地内

大槌町教育委員会生涯学習課
☎︎ 0193-42-2300 

テニス 大槌町営
テニスコート ハードコート 2 面 1 面 1 時間　高校生以下 700 円〜、一般 1,400 円〜 大槌町新町地内

サッカー 大槌町営
サッカー場

ロングパイル人工芝
フィールド面積 125 × 92m( フルコート 1,105 × 68m、少
年 2 50 × 68m）

照明（有料）、更衣室、
他

全面使用 1 時間、高校生以下 1 時間 1,000 円〜、一般 2,000
円〜（半面は半額）

大槌町栄町地内

少年野球／サッカー 大槌町営
多目的グラウンド

野球場
サッカー場（フルコート 1,100 × 60m、少年 248 × 60m）

照明
野球エリア：1 時間 高校生以下 200 円、一般 400 円
サッカーエリア：全面 1 時間　高校生以下 300 円、一般
600 円（半面は半額）

大槌町栄町地内

バスケットボール（1 コート）／バレーボール（2
面）／バトミントン（3 面）／卓球（6 台）／
ソフトテニス（1 面）／柔道／合気道／剣道

大槌町城山公園
体育館

アリーナ（33.5 × 22.4m)、武道場（244 ㎡）、トレーニング
室

更衣室、移動観覧席
（600 席）、他

アリーナ：1 時間 小中高生 600 円〜、一般 1,200 円〜
武道場：1 時間 小中高生 200 円〜、一般 400 円〜（半面
は半額）

大槌町小槌 32-
126

会議・セミナー／調理実習 大槌町中央公民館 大会議室（200 名収容）、第一会議室（定員 50 名）、和室（定
員 20 名）、調理実習室（定員 30 名）、他

大会議室：1 時間 840 円〜
第一会議室：1 時間 480 円〜
婦人室（和室）：1 時間 360 円〜

大槌町小鎚 32-
126

弓道／相撲 大槌町寺野
多目的体育館 弓道場、相撲場

弓道場：1 時間　小中高生 180 円〜、一般 360 円〜
相撲場：1 時間　小中高生 120 円〜、一般 240 円〜

大槌町小鎚 22-
46-1

会議・セミナー／レッスン／発表会等 おしゃっち
（大槌町文化交流センター）

多目的ホール（移動観覧席 136 席、スクリーン、プロジェクタ
あり）、レッスン室（姿鏡付）、会議室 5 室（① 18 名 ② 24 名 
③12名 ④キッチン付12名 ⑤12名 ②③連結可）、和室（24名、
④と連結可）、スタジオ（音響設備、ドラムセットあり）2 室

授乳室、図書館、震災
伝承室、他

1 時間 多目的ホール 1,200 円〜、レッスン室 400 円〜、
会議室 200 円〜、和室 200 円〜、スタジオ 300 円〜
※夜間料金、全日（9 〜 22 時）利用割引料金あり

大槌町末広町
1-15

大槌町文化交流センター
☎︎ 0193-27-5181

ラグビー／サッカー 釜石鵜住居
復興スタジアム

メイングラウンド（ハイブリット天然芝、130 × 80m）、サブ
グラウンド（砂利、120 × 70m）

スタンド、ロッカールー
ム（有料）、会議室（有
料）、他

メイングラウンド：全面 1 時間　高校生以下 6,270 円、一
般 12,550 円（半面は約半額）
サブグラウンド：全面 1 時間　高校生以下 660 円、一般
660 円（半面は半額）

釜石市鵜住居町第
18 地割 -5-1

釜石市文化スポーツ部スポー
ツ推進課
☎︎ 0193-27-5712

バレーボール（6 人制 2 面、9 人制 1 面）／
バスケットボール（2 面）・センターコート（1 面）
／バトミントン（8 面）／ビーチボール（8 面）
／卓球（16 面）／ソフトテニス（2 面）／バ
ウンドテニス（8 面）／柔道（4 面）

釜石市民体育館 アリーナ（40,865 × 34.356m、1,403.05 ㎡）

会議室（有料）、ロッカー
ルーム、温水シャワー、
観客席（776 席）、軽
運動スペース、他

アリーナ全面：1 時間　小中高生 600 円、一般 1,200 円
アリーナ半面：1 時間　小中高生 300 円、一般 600 円
アリーナ 1/4 面：1 時間　小中高生 150 円、一般 300 円
※料金は一例。事前にお問い合わせください

釜石市鵜住居町
4-905-3

大槌町営野球場・テニスコート

大槌町寺野多目的体育館（弓道場）

大槌町城山公園体育館

大槌町営多目的グラウンド・サッカー場 大槌町寺野多目的体育館（相撲場）

近隣施設の
ご案内



用途 施設名 施設概要 主な付属施設 料金（変更していることがありますので、必ずご予約前にご確認ください） 住所 問合せ・申込先

野球 大槌町営野球場 野球場（HB 〜 C116m、HB 〜 L・R91.5m）
照明（有料）、更衣室、
スコアボード（有料）、
多目的室、他

1 時間　高校生以下 1,300 円〜、一般 2,600 円〜 大槌町新町地内

大槌町教育委員会生涯学習課
☎︎ 0193-42-2300 

テニス 大槌町営
テニスコート ハードコート 2 面 1 面 1 時間　高校生以下 700 円〜、一般 1,400 円〜 大槌町新町地内

サッカー 大槌町営
サッカー場

ロングパイル人工芝
フィールド面積 125 × 92m( フルコート 1,105 × 68m、少
年 2 50 × 68m）

照明（有料）、更衣室、
他

全面使用 1 時間、高校生以下 1 時間 1,000 円〜、一般 2,000
円〜（半面は半額）

大槌町栄町地内

少年野球／サッカー 大槌町営
多目的グラウンド

野球場
サッカー場（フルコート 1,100 × 60m、少年 248 × 60m）

照明
野球エリア：1 時間 高校生以下 200 円、一般 400 円
サッカーエリア：全面 1 時間　高校生以下 300 円、一般
600 円（半面は半額）

大槌町栄町地内

バスケットボール（1 コート）／バレーボール（2
面）／バトミントン（3 面）／卓球（6 台）／
ソフトテニス（1 面）／柔道／合気道／剣道

大槌町城山公園
体育館

アリーナ（33.5 × 22.4m)、武道場（244 ㎡）、トレーニング
室

更衣室、移動観覧席
（600 席）、他

アリーナ：1 時間 小中高生 600 円〜、一般 1,200 円〜
武道場：1 時間 小中高生 200 円〜、一般 400 円〜（半面
は半額）

大槌町小槌 32-
126

会議・セミナー／調理実習 大槌町中央公民館 大会議室（200 名収容）、第一会議室（定員 50 名）、和室（定
員 20 名）、調理実習室（定員 30 名）、他

大会議室：1 時間 840 円〜
第一会議室：1 時間 480 円〜
婦人室（和室）：1 時間 360 円〜

大槌町小鎚 32-
126

弓道／相撲 大槌町寺野
多目的体育館 弓道場、相撲場

弓道場：1 時間　小中高生 180 円〜、一般 360 円〜
相撲場：1 時間　小中高生 120 円〜、一般 240 円〜

大槌町小鎚 22-
46-1

会議・セミナー／レッスン／発表会等 おしゃっち
（大槌町文化交流センター）

多目的ホール（移動観覧席 136 席、スクリーン、プロジェクタ
あり）、レッスン室（姿鏡付）、会議室 5 室（① 18 名 ② 24 名 
③12名 ④キッチン付12名 ⑤12名 ②③連結可）、和室（24名、
④と連結可）、スタジオ（音響設備、ドラムセットあり）2 室

授乳室、図書館、震災
伝承室、他

1 時間 多目的ホール 1,200 円〜、レッスン室 400 円〜、
会議室 200 円〜、和室 200 円〜、スタジオ 300 円〜
※夜間料金、全日（9 〜 22 時）利用割引料金あり

大槌町末広町
1-15

大槌町文化交流センター
☎︎ 0193-27-5181

ラグビー／サッカー 釜石鵜住居
復興スタジアム

メイングラウンド（ハイブリット天然芝、130 × 80m）、サブ
グラウンド（砂利、120 × 70m）

スタンド、ロッカールー
ム（有料）、会議室（有
料）、他

メイングラウンド：全面 1 時間　高校生以下 6,270 円、一
般 12,550 円（半面は約半額）
サブグラウンド：全面 1 時間　高校生以下 660 円、一般
660 円（半面は半額）

釜石市鵜住居町第
18 地割 -5-1

釜石市文化スポーツ部スポー
ツ推進課
☎︎ 0193-27-5712

バレーボール（6 人制 2 面、9 人制 1 面）／
バスケットボール（2 面）・センターコート（1 面）
／バトミントン（8 面）／ビーチボール（8 面）
／卓球（16 面）／ソフトテニス（2 面）／バ
ウンドテニス（8 面）／柔道（4 面）

釜石市民体育館 アリーナ（40,865 × 34.356m、1,403.05 ㎡）

会議室（有料）、ロッカー
ルーム、温水シャワー、
観客席（776 席）、軽
運動スペース、他

アリーナ全面：1 時間　小中高生 600 円、一般 1,200 円
アリーナ半面：1 時間　小中高生 300 円、一般 600 円
アリーナ 1/4 面：1 時間　小中高生 150 円、一般 300 円
※料金は一例。事前にお問い合わせください

釜石市鵜住居町
4-905-3

おしゃっち

釜石鵜住居復興スタジアム

釜石市民体育館



お問い合わせ・ご相談

一般社団法人	大槌町観光交流協会	新港支社

☎ 0193-27-7122  FAX 0193-27-7123
mail  mari.hattori.oo@gmail.com（担当：服部）

体験プログラム

●震災語り部 /防災学習
通常の語り部のほか、「被災地のフィールドワーク」「被災疑似体験・
決断のワークショップ」「町内の様々な立場で被災した方々の講話」
等、研修目的や日程に合わせて行います。また、「リーダーシップ

研修」も企業や大学生に定評があります。

●薪割り体験
震災後に設立された林業系 NPO「吉里吉里国」にて、薪割り活動を行った後、代表の芳賀氏
より団体を立ち上げた原点の思いや震災のときの話を聞いたり、交流ができます。

●手づくり体験
町内では様々な手づくり体験プログラムがあります。鮭モチーフのアイテム
に思い思いのデコレーションをする「鮭デコ」、大槌産の鹿革でつくる「鹿革
キーホルダー」つくり、、3D でつくったホヤなど海産物のミニチュアを自分
で絵付けする体験など、大槌のお土産にも最適です。

●ジビエツーリズム
大槌は、害獣であり駆除されてきた鹿の命を価値あるものとして循環
させるプロジェクトを行っています。その取り組みのなかで、狩猟見学、
けもの道散策、解体、鹿肉 BBQ などのプログラムを実施しています。

●大槌の食体験
海の幸が豊富な大槌。その大槌の「食」を体験してもらうプログラムもご相談に応じて実施。

魚を捌いたり、牡蠣を剥いたり、ご相談に応じて実施いたします。

●地引網体験
4 〜８月の期間、30 名様以上の団体向けに地引網体験を実施します。吉里吉里の漁師さん
との交流もできます。

●フィッシング
海に出てカレイやヒラメなどを釣る、ガイド付き船釣り体験をはじめ、
岸壁で気軽に楽しめる「釣竿レンタル」もあります。お宿によっては、
釣った魚を捌いてくれます。

●おおつち海の勉強室
（東京大学大気海洋研究所付属国際・地域連携研究センター　地域連携研究部門　

大槌研究拠点（大槌沿岸センター））

大槌の海と生き物を紹介している勉強室では、各種展示のほか、
子ども向けのさまざまな教室も開催しています。特に夏は水槽にい
るウミガメを間近に見ながら学習できます。

大槌町に来た思い出づくりに、
合宿の合間のオプションとして、
さまざまな「体験」をご用意して

います。ぜひご利用ください。
「体験」については、
下記観光交流協会へ

ご相談・お問い合わせください。


