
有限会社オズ（海島遊民くらぶ）
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1-4-53

【TEL】0599-28-0001 【Mail】kurage@oz-group.jp

シーグラスを使ったクラフト体験



クラフト体験について
クラフト体験では、シーグラス・貝殻・海藻などを使います。
完成した作品を見ると、子どもたちの個性がキラリと輝いています。
旅が終わったあとも、いつも近くに旅の思い出を感じることができます。

フォトフレーム

ジェルキャンドル

アクセサリー

マグネット



←左の写真は無人島で見つけた
シーグラスを集めたものです。
拾っても翌日には、新たなシーグラスが
流れ着いています。

シーグラスって？
ガラス片が波や石に削られ、角がとれて
丸くなったもの。それがシーグラスです。
浜辺を歩いているとキラッと輝く
シーグラスを見つけることができます。

漂着ごみ問題
について考える機会に！



鳥羽湾が抱える漂着ごみ問題

ご存知ですか？
鳥羽湾は豊かな森で作られた栄養たっぷりの水が
木曽三川を通して流れ込む場所です。
豊かな水が流れる一方
伊勢湾には年間12,000ｔの漂着ごみが流れ
そのうちの約半数（6,000ｔ）が
鳥羽に流れ着いていると言われています。

漂着ごみについてのお話

鳥羽湾では森で作られた栄養たっぷりの水が流れ込み、この水のおかげで様々な魚を捕ることができます。
また、森から流れ込む水のおかげで、冬になるとワカメ・黒海苔・牡蠣などの養殖漁業も行われています。
しかし、鳥羽湾に多くの漂着ごみが流れついているという現状があります。
これらの漂着ごみは、漁師さんたちへ数億円相当の被害をもたらすこともあるそうです。
そして、世界中で見てみると人間が出した海ゴミにより、多くの生物が被害を受けています。

クラフト体験を通して、森からの恵みで生活する人々や鳥羽湾における漂着ごみの実態についてお話をします。
漂着ごみの実態を知ることで、いかに私たち人間の生活が海の環境に関わっているかを知ることができます。
漂着ごみ問題は、海辺に住む私たちだけでなく、みんなが一丸となり取り組まなくては解決することができません。
クラフト体験だけではなく、環境問題についても考える機会とします。



経過時間 内容

■集合場所に到着 → クラフト体験の会場へ移動

0:00 ■あいさつ（スタッフ自己紹介）

■道具の確認と材料の説明
・ジェルキャンドルで使う材料を通して、森と海のつながりや

鳥羽湾における漂着ごみの現状について解説します。

0:10
■作り方説明
・右図の作り方ファイルを使いながら一緒に進めます。

0:20

■ジェルキャンドル作り
・材料を使って、ガラスコップの中に材料を入れます。
・ジェルはスタッフが流し込みます。
・使った道具の片付け
・トイレ休憩

0:40
■漂着ごみについてのお話
・漂着ごみの影響について
・漂着ごみ問題を解決するためには？

0:55 ■あいさつ・解散

1:00 ■バスへ移動 → バスに乗車

※時間は目安です。

【完成した作品について】
ジェルキャンドルを集め、まとめて箱に入れお渡しします。
完全に固まっていませんので学校到着後、お渡しください。
※名前を記載した付箋をガラスコップに貼ってもらいます

当日の流れ（ジェルキャンドル作りの場合）



当日の流れ（マグネット作り２個の場合）

経過時間 内容

■集合場所に到着 → クラフト体験の会場へ移動

0:00 ■あいさつ（スタッフ自己紹介）

■道具の確認と材料の説明
・マグネット作りで使う材料を通して、森と海のつながりや

鳥羽湾における漂着ごみの現状について解説します。

0:10
■作り方説明
・持ち帰り用の箱を作成
・作り方の説明

0:20

■マグネット作り
・ボンドを使って、マグネットに好きな材料を貼り付けます。
・使った道具の片付け
・トイレ休憩

0:40
■漂着ごみについてのお話
・漂着ごみの影響について
・漂着ごみ問題を解決するためには？

0:55 ■あいさつ・解散

1:00 ■バスへ移動 → バスに乗車

【完成した作品について】
組み立てた箱にマグネットを入れ、集めます。
まとめて紙袋に入れ、先生にお渡しします。
まだ完全にボンドが乾いていませんので、学校に到着後お
渡しください。
※マグネットを入れた箱に名前を記載してもらいます

※時間は目安です



当日の流れ（アクセサリー作り2個の場合）

経過時間 内容

■集合場所に到着 → クラフト体験の会場へ移動

0:00 ■あいさつ（スタッフ自己紹介）

■シーグラスについて
・シーグラスを通して鳥羽湾における漂着ごみの現状について解説します。

0:10

■作り方説明&アクセサリー作り
・お気に入りのシーグラスを選び

ワイヤーを使ってアクセサリーを作ります。
・好きな長さに紐を切り

ストラップやネックレスにします
・使った道具の片付け

0:35
■漂着ごみについてのお話
・漂着ごみの影響について
・漂着ごみ問題を解決するためには？

0:50 ■あいさつ・解散・

0:55 ■バスへ移動 → バスに乗車

【完成した作品について】
完成した作品はそのまま、各自でお持ち帰りいただけます。

※時間は目安です



当日の流れ（フォトフレーム作り）

経過時間 内容

■集合場所に到着 → クラフト体験の会場へ移動

0:00 ■あいさつ（スタッフ自己紹介）

■道具の確認と材料の説明
・フォトフレーム作りで使う材料を通して、森と海のつながりや

鳥羽湾における漂着ごみの現状について解説します。

0:10
■作り方説明
・作り方の説明

0:15

■フォトフレーム作り
・ボンドを使って、フォトフレームに好きな材料を貼り付けます。
・使った道具の片付け
・トイレ休憩

0:45
■漂着ごみについてのお話
・漂着ごみの影響について
・漂着ごみ問題を解決するためには？

0:55 ■あいさつ・解散

1:00 ■バスへ移動 → バスに乗車
【完成した作品について】
体験終了時にはボンドが乾いていません。
緩衝材に包んでお持ち帰りください。
ある程度乾いている場合は、箱（紙袋）に、まとめて入れ
てお渡しします。
※ 名前を記載した付箋を緩衝材に貼ってもらいます

※時間は目安です



海島遊民くらぶでは、地域の生活文化や自然を体験するエコツアーを行っています。2001年、
簡単な釣り体験から始まった海島遊民くらぶの体験ですが、安全面とプログラムの充実のため
スタッフ教育に力を入れてまいりました。その結果、様々な外部評価も頂き安心してご参加い
ただける体制を整えております。
観光とは本来その土地の光を感じていただくものです。伊勢志摩の離島や漁村を舞台に、自然
と向き合った生活を営む人々との何気ない出会い。島を取り巻く自然の中の生命・恵を素材と
して人と自然の共生をテーマに楽しく学ぶエコツアーです。

※目的や規模に応じてオリジナルプログラムのご提案させていただきます
（例１）漂着ごみプログラム
（例２）選択制のオリジナルプログラム（大人数の学校様にも対応可能）

海島遊民くらぶについて

釣り体験の様子 島内散策の様子 ジェルキャンドル作り



会社概要 ツアー体制概要
社 名：有限会社オズ
本 社：〒517‐0011

三重県鳥羽市鳥羽1丁目4－53
【TEL】0599-28-0001
【FAX】0599‐25‐1300
【Mail】kurage@oz-group.jp

代表取締役：江崎貴久（えざき きく）
設 立：2001年9月4日
資 本 金：300万円
事 業 内 容：イベントの企画及び広告業

エコツアーの企画実施
観光・地域活性化のコンサルティング業務

従 業 員 数：正社員３名・パート２名
売 上：4,700万円（2021年度）
加 盟 団 体：鳥羽市観光協会

鳥羽商工会議所
伊勢志摩国立公園エコツーリズム推進協議会
鳥羽市エコツーリズム推進協議会
公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構
伊勢志摩学生団体誘致委員会
NPO法人 日本エコツーリズム協会

契約旅行社：株式会社JTB
株式会社近畿日本ツーリスト
株式会社日本旅行

企 画：海島遊民くらぶ
企画営業部長：田中希枝（たなか きえ）
受入可能人数：【１回】学生100名（100名以上は要相談）

※プログラムに応じて、受入可能人数の制限あり
（例）島からのおくりものツアー（釣り体験）

【１日】80人
【１年】1,500人

フィ ー ル ド：有人離島（菅島・坂手島・答志島）
無人離島（三ツ島）
他の漁村（浦村・相差など）
鳥羽駅周辺（鳥羽本町・小浜）
近隣エリア（志摩市：横山展望台など）

学習のテーマ：自然と人との共存
SDGs
環境教育
コミュニケーション教育

保有資格など：JRCAジュニア公認指導員
（スタッフ） 環境カウンセラー

JESガイド養成講習会修了
普通救命講習Ⅰ終了

協力団体など：鳥羽海上保安部
三重県漁業協同組合連合会
鳥羽磯部漁業協同組合
鳥羽市教育委員会
鳥羽市観光課
鳥羽市環境課
島の旅社
キオラパドル



緊急対応マニュアル

緊急事態発生！
（全体リーダー）
（スタッフ）
現状把握：災害の状況

怪我の程度、状況、意識の有無など

本部
（海島遊民くらぶ事務所）江崎貴久

指
示

連
絡

A：意識なし又は意識は
あるが、緊急度最高の
場合

B：意識はあるが緊急度
高の場合

救急車手配
消防職員へ負傷者を受け
渡す

自家用車で負傷者を搬送

病院手配

学校へ連絡

A：ツアー中止
残りの参加者を引率して帰る

B：負傷者の状況を確認し続行の可否を判断
中止：残りの参加者を引率して帰る
続行：ルート変更へ時間短縮などを検討し続行

A：大規模地震発生、
東南海震源の場合

けが人・病人発生時災害発生時

B：大規模地震発生、
遠距離震源地の場合

現場：揺れている間は、崖
から離れる。揺れがおさま
り次第、高台に避難。

現場：揺れている間は、崖
から離れる。揺れがおさま
り次第、高台に避難。
津波到着予告時間1時間前
までに船で脱出。

島民に合流。
島民の指示に従う。

船手配

■地震・津波

場合によっては情報収集よりも早く津波の避難行動にうつる。早
い場合、津波は5～10分で到達する。速報が出るのも5～10分
後になる事もあるため。速やかに高台へ避難する。
海上では、船長の指示に従う。

鳥羽市休日応急診療所 0599-25-1199 （内科・小児科）

伊勢市休日応急診療所 0596-25-8795
市立伊勢総合病院 0596-23-5111
山田赤十字病院 0596-28-2171
鳥羽警察署 0599-25-0110 110番
鳥羽市消防本部 0599-25-2821 119番
鳥羽海上保安部 0599-25-0118 118番

〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1-4-53
TEL : 0599-28-0001 / FAX ： 0599-25-1300
Mail : kurage@oz-group.jp


