


宮沢賢治フィールドワーク

花巻アクティビティ体験

花巻林業体験

花巻デイファーム・ファームステイ体験

花巻伝統工芸体験

花巻わんこそば体験

花巻郷土芸能鑑賞



「誰一人取り残さない」
Leave no one behind

岩手県花巻市出身の偉人、宮沢賢治が残した言葉は現在世界中で取り組んでいるSDGｓの基本
理念「誰一人取り残さない」に通じるものがあります。

持続可能な社会の創り手になるために
花巻市では、宮沢賢治の作品を通して花巻市の自然・文化に触れることで、今後目指すべき世界を創造し行動するための
学びができると考えています。

花巻市のSDGs体験プログラム
宮沢賢治が追い求めたイーハトーブを感じるだけの場ではなく、彼が童話の世界に込めた願いや希望を個々の持つ課題として
意識していく場でもあります。
花巻市に存在する社会課題の当事者に着目することで、より身近な課題として探究テーマを認識し、課題解決に向けて一歩
を踏み出すための「体験」をすることができます。



セールスポイント

１．花巻温泉郷を有し、宿泊拠点として利用

２．岩手県の内陸に位置し、観光地へのアクセス良好

花巻市 → 雫石町（小岩井農場） ４５分

盛岡市（自主研修） ４０分

遠野市（民話の里） ４０分

釜石市（震災学習） ７５分

平泉町（世界遺産） ４５分

３．宮沢賢治コンテンツやアクティビティ、伝統工芸など

体験プログラムの実施、事前事後学習に活用できる

「SDGs探究学習シート」のご提供



宮沢賢治フィールドワーク
SDGs17の目標
該当NO.

【プログラムの内容】

【SDGs「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

花巻出身の偉人、宮沢賢治は詩人、童話作家、教師、科学者、宗教家など多彩な顔を持つ一方、忙しく働けどなかなか裕福になれない農民の生活向上のた
め尽力しました。宮沢賢治が残した文章の一節にこんな言葉が残っています。
「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
今世界中で取り組んでいるSDGsの理念「誰一人取り残さない」に通じるものがあります。
この体験では、宮沢賢治とかかわりが深い胡四王山周辺にある宮沢賢治関連の施設を巡り、賢治の生涯や作品を探究することでSDGsのゴール達成のため
の気づきやきっかけを発見しましょう。（貧困、飢餓、教育など）

ゴール１（ターゲット1.1）：貧困層や脆弱な状況にある人々に関心を持ち貧困についての学びを深める。
ゴール２（ターゲット2.1）：貧困層や幼児を含む脆弱な立場にある人々が食料を十分得られるようにする方法を考える。
ゴール４（ターゲット4.5）：脆弱層があらゆるレベルの教育にアクセスできる方法を考える。

事前学習

・宮沢賢治の生涯について調べる。
・宮沢賢治の童話や詩を学ぶ。

現地学習（所要1～3時間）

・宮沢賢治記念館、童話村、イーハトーブ館、
ポランの広場など訪れ、賢治について探究
する。
・現地ガイドや学芸員から詳しい話を聞く。
・宮沢賢治も感じた花巻の自然を体感する。

事後学習

・宮沢賢治が行った活動や詩、作品にはどん
な思いがあるかディスカッションを行う。
・SDGsのゴール達成に向けた活動を考える。

受入人数 150名

受入可能時期（休業日） 通年（年末年始）

受入可能時間 8:30～16:30

体験時間 1～3時間

対象 小学生・中学生・高校生



童話村バス駐車場（拠点）

宮沢賢治探究フィールドワーク

1班（50名） 童話村バス駐車場→（徒歩）→童話村→（バス）→宮沢賢治記念館→（徒歩、下り坂）→ポランの広場→（徒歩）→イーハトーブ館→（徒歩）→バス駐車場
2班（50名） 童話村バス駐車場→（徒歩）→イーハトーブ館→（徒歩、上り坂）→ポランの広場→宮沢賢治記念館→（バス）→童話村→バス駐車場
3班（50名） （バス）→宮沢賢治記念館→（徒歩、下り坂）→ポランの広場→イーハトーブ館→（徒歩）童話村→バス駐車場

【所要時間の目安】 宮沢賢治記念館60分 童話村40分 イーハトーブ館30分 ポランの広場（10～20分）
※イーハトーブ館 → ポランの広場 → 宮沢賢治記念館 上り坂、徒歩10～20分
※童話村、賢治記念館周辺に童話をモチーフにしたオブジェなどもご覧いただけます。



花巻アクティビティ体験 SDGs17の目標
該当NO.

【プログラムの内容】 主催：花巻スポーツランド（TEL 0198-22-6085）

【SDGs「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

花巻市を流れる一級河川北上川。その西側の泥岩層を宮沢賢治はドーバー海峡の白亜紀の断崖への憧れを込めて「イギリス海岸」と呼びました。
教員時代の夏には農学校の生徒たちとともに川へ飛び込んだり、クルミの化石を発見したり生き生きとした時間を過ごしたといわれています。
そんな宮沢賢治ゆかりの地で遊覧、カヌーや水辺体験など15～20名のグループに分かれて自然体験ができます。自然の楽しみはもちろん、危険と隣り合わ
せであること、環境破壊により生態系が崩れていることなどインストラクターが案内します。

ゴール６（ターゲット6.b）：水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティを調査し支援の方法を考える。
ゴール１３（ターゲット13.1）：過去の気候関連災害や自然災害を調査し適応方法を考える。
ゴール１５（ターゲット15.4）：山地生態系の保全方法を考える。

事前学習

・水と衛生に関する地域コミュニティについて
調べる。
・生態系の変化が自然界にどのような影響が
あるか調べる。

現地学習（所要3時間）

・事前学習をもとに、現地で体験を行いながら
インストラクターと意見交換を行う。
・自然体験の楽しみと危険を学ぶ。
・花巻の生態系の変化とその影響について
インストラクターから学ぶ。

事後学習

・事前学習と現地学習で学んだことや体感した
ことをまとめてディスカッションを行う。
・SDGsのゴール達成に向けた活動を考える。

受入人数 120名（120名を超える場合は要問合せ）

受入可能時期（休業日） 4～10月

受入可能時間 9:00～16:00

体験時間 3時間以上

対象 小学生・中学生・高校生

参考
おススメ作品

グスコーブドリの伝記
人は自然とともにあり、時にはその厳しさと隣り合わせで生きている。努力を惜しまない科学者の叡智と情熱が、賢治の生き方と重なる作品。

探究テーマへの
アプローチ

当時は冷害が農民の脅威となっていました。グスコーブドリは、なぜ火山を爆発させれば冷害から農民を守ることができると思ったので
しょうか。そこに現代に通じる環境問題解決のヒントが隠されているかもしれません。



【ポイント】
①主催者花巻スポーツランド代表は元消防職員で安全管理は徹底しています。その他スタッフ20名が責任をもって担当します。
②ライフジャケットを準備しております。参加者全員に着用を義務付けています。
③雨天時の場合や川の水量が多い場合は、ロープ結び講習やクラフトワークなどの体験内容に変更いたします。
④自然の楽しみはもちろん、危険と隣り合わせであることや自然環境について体験を通じて指導します。

北
上
川
遊
覧

エンジン付けのゴムボート
で北上川の流れを体感。自
然の美しさと危険をインスト
ラクターが指導します。

カ
ヌ
ー
ボ
ー
ト

流れのない鏡のような
フィールド。初めては岸壁
近くで練習し、コツがわかっ
てきたら奥へ散策してみま
しょう。

釣
り
体
験

鯉、ナマズ、雷魚、ブラック
バスなど様々な魚が生息し
ています。インストラクター
が餌の付け方から指導しま
す。

水
辺
散
策

このフィールドには様々な
生物が生息しています。イ
ンストラクターと一緒に散策
し、生態系や環境について
お話します。

バス駐車場

カヌーボート
釣りエリア

北上川遊覧発着エリア

雨天時体験場所
（高架下）

9:00～9:10 9:20～9:50 10:00～10:30 10:40～11:10 11:20～11:50 12:00

1班（30名）

オリエンテーション

北上川遊覧 カヌーボート 釣り 水辺散策

解散
2班（30名） カヌーボート 釣り 水辺散策 北上川遊覧

3班（30名） 釣り 水辺散策 北上川遊覧 カヌーボート

4班（30名） 水辺散策 北上川遊覧 カヌーボート 釣り

【スケジュール案】



花巻林業体験 SDGs17の目標
該当NO.

【プログラムの内容】 実施団体：花巻森林組合など

【SDGs「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

森は良質な水を育む機能のほか、地球温暖化の主な原因となる二酸化炭素を吸収する機能があります。この体験は地元企業の指導のもと地球環境を考え、
森の役割を学ぶ体験です。邪魔になった枝を掃う「枝打ち」、余分な木を取り除く「間伐」などを行い、森全体に十分な太陽の光や新鮮な空気を行き渡らせます。
森の香りを嗅ぎ、鳥の声に耳を澄まし、土に触れ目も心も自然に癒されます。
五感を使って森林を味わい学習に繋げ、学習としての意義深さはもちろんのこと、達成感を得られる体験です。

ゴール６（ターゲット6.3）：林業を行うことで水源が涵養されることを学び、水質改善の方法を考える。
ゴール１３（ターゲット13.1）：過去の気候関連災害や自然災害を調査し適応方法を考える。
ゴール１５（ターゲット15.4）：山地生態系の保全方法を考える。

事前学習

・林業と自然環境の関係について調べる。
・生態系の変化が自然界にどのような影響が
あるか調べる。

現地学習（所要3時間）

・事前学習をもとに、現地で体験を行いながら
インストラクターと意見交換を行う。
・花巻の生態系の変化とその影響について
インストラクターから学ぶ。

事後学習

・事前学習と現地学習で学んだことや体感した
ことをまとめてディスカッションを行う。
・SDGsのゴール達成に向けた活動を考える。

受入人数 100名

受入可能時期（休業日） 5～11月

受入可能時間 9:00～16:00

体験時間 3時間

対象 小学生・中学生・高校生

参考
おススメ作品

虔十公園林（けんじゅうこうえんりん）
杉苗を育てることの意義を問う。自然を愛する主人公の心温かさと本当の賢さとは何かを考えさせられる作品。

探究テーマへの
アプローチ

当時の日本では、生活全般の用途に供されるものとして、杉やヒノキなどの針葉樹が多く植林されていました。木材共有や国土の保全、
地球温暖化防止などで重要な役割を果たす人工林ですが、現代では、針葉樹の根の浅さに起因する地盤弱化や花粉症疾患等が問題視
されています。このような視点も踏まえ、人と森林の関わり方を考えてみましょう。



【スケジュール案】（晴天時）

時間 内容

9:00～9:30 インストラクター紹介、オリエンテーション、備品配布（ヘルメット、のこぎり）

9:30～11:30 グループ毎にインストラクターと一緒に移動、林業体験（枝打ち、間伐など）

11:30～12:00 体験終了、備品回収、終礼

【スケジュール案】（雨天時）

1班（50名） 2班（50名）

9:00～9:10 オリエンテーション

9:20～10:10 間伐体験、コースターづくり 座学

10:20～11:10 座学 間伐体験、コースターづくり

11:20 終礼

雨天時オリエンテーション 雨天時コースターづくり



花巻デイファーム・ファームステイ体験
SDGs17の目標
該当NO.

【プログラムの内容】 手配先：花巻市農業協同組合（TEL0198-22-6288）

【SDGs「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

童話作家や詩人として知られる花巻市出身の偉人、宮沢賢治。彼は農業指導者としても奔走し東北の近代農業史には欠かせない人物でもあります。
賢治さんのふるさと花巻市でその時期にしか体験できない農作業を農家さんと一緒に体験することで普段食べているご飯や野菜がどのような作業でつくられ
ているか学びます。
農家さんと心温まるふれあいから「生きる力」を学び家族の一員として深く交流しましょう。

ゴール２（ターゲット2.4）：気候変動や災害に対する適応方法の向上と持続可能な産業として強靭な農業にする方法を考える。
ゴール８（ターゲット8.4）：持続可能な消費と生産にするにはどのような方法があるか考える。
ゴール１２（ターゲット12.5）：食品ロスの減少についてどのような方法があるか考える。

事前学習

・気候変動と農業の関係について調べる。
・持続可能な農業の方法について調べる。
・世界中の食品ロスについて調べる。

現地学習（所要3～30時間）

・現地で農家さんと一緒に体験を行う。
・食物ができるまでの過程を聞いてみる。
・農家さんに今抱えている問題やこれからの
農業について聞いてみる。

事後学習

・事前学習と現地学習で学んだことや体感し
たことをまとめてディスカッションを行う。
・SDGsのゴール達成に向けた活動を考える。

受入人数 100名

受入可能時期 4～10月上旬

体験時間 デイファーム3～6時間、ファームステイ24～30時間

対象 小学生・中学生・高校生

参考
おススメ作品

狼の森と笊森、盗森（おいのもりとざるもり、ぬすともり）
森と農民の対話を通じて、自然からの恩恵に感謝するという人の心の在り方を描いた作品。

探究テーマへの
アプローチ

森を擬人化した理由を考えてみましょう。彼が残した文章の一節にこんな言葉が残っています。「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人
の幸福はあり得ない」。果たしてここでいう「世界」とは人間社会のことだけを指すのでしょうか。



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

田植え 稲作体験 稲刈り

野菜づくり体験

りんご摘花・摘果 りんご果樹づくり体験 りんご収穫体験

【体験内容（一例）】

【スケジュール】
①入村式（各農家と対面）
②各農家宅へ移動（1軒4名まで）
③デイファームまたはファームステイ体験
④各農家と一緒に離村式会場へ移動
⑤離村式
※受入状況により花巻の近隣エリア（遠野市や奥州市など）と合同になる場合があり料金や体験内容に変更が生じる場合があります。



花巻伝統工芸体験
SDGs17の目標
該当NO.

【プログラムの内容】

【SDGs「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

修学旅行や職場体験などで伝統工芸体験はお勧めです。こけしの絵付け体験、壁掛け傘づくり体験、忍び駒づくり、陶芸体験など花巻でしか体験できない
様々な工芸体験が可能です。
伝統工芸の歴史や体験を通じて職人さんとコミュニケーションを取り、今抱えている問題（担い手不足など）や持続可能な産業としてどのように活動すれば良
いか考えるプログラムです。

ゴール８（ターゲット8.4）：持続可能な消費と生産にするにはどのような方法があるか考える。
ゴール１２（ターゲット12.b）：持続可能な産業として地方の文化振興や産品販促につなげるためにはどのような方法があるか考える。

事前学習

・身近にある伝統工芸の歴史や種類について
調べる。またどのような場所で販売、流通
しているか調べる。

現地学習（所要1～2時間）

・花巻の伝統工芸を体験する。
・どのような歴史があるか職人さんに聞いて
みる。
・職人さんに今抱えている問題やこれからの
伝統工芸について聞いてみる。

事後学習

・事前学習と現地学習で学んだことや体感し
たことをまとめてディスカッションを行う。
・SDGsのゴール達成に向けた活動を考える。

受入人数 体験による

受入可能時期（休業日） 通年（年末年始）

受入可能時間 9:00～16:00（それ以外は要相談）

体験時間 1～2時間

対象 小学生・中学生・高校生

参考
おススメ作品

紫紺染めについて
山男に教えを乞い、一度途絶えた草木染の伝統技法を復活させるまでを描いた作品。

探究テーマへの
アプローチ

宮沢賢治は、草木染や羊毛ツイードなど農閑期の農民の収入源として期待し、実用性の高いものとして考えていました。彼が設立した私塾
「羅須地人協会」では、農民芸術にかかる講義の一環として、農民たちにこうした技術の普及も勧めていたといいます。



煤孫こけし（すすまごこけし）

「煤孫こけし」は、祖父茂吉が台温泉の鎌田

千代吉のもとで木地を修行、のちに盛岡の松

田清次郎に弟子入りし、明治33年（1900）花

巻へ戻り、独立木地業を始めて以来、父・実

太郎・盛造と3代にわたって南部系伝統こけ

し（花巻系）を制作しています。花巻地方では

こけしを木繰這子（きくらぼっこ）と称し、母親

の乳房の代用であり、これをしゃぶらせると

歯が生えるとか、虫封じになるとか言われて

いたものでした。無彩色で頭がクラクラ動くの

が特徴で当日はこの南部流こけしの顔と胴

体に絵付けを行います。

滝田工芸

享和年間（1801〜1804）頃、肥後熊本

の士族・千葉左近が流浪して来て糊口

のために傘を製造したのが始まりで、こ

れが微禄な花巻士族に広がり、明治維

新後は自然に本職となったものです。

大正、昭和と年々盛んになり最盛期

には傘製造業者は48軒・職人68人を数

え年産30万本に達し、花巻物産のひと

つとなりましたが、時代の流れで需要が

減少して次々廃業し、今日では滝田工

芸のみとなっています。

当日はアクセサリー用の壁掛け傘づく

りの体験を行います。傘のデザインは4

種類あり各々好きなデザインをお選び

いただけます。

小田島民芸所

両親が始められ現在2代目である関恵子

さんが継承されています。「黄金牛(金の

べこっこ）」は幸運と商売繁盛のマスコット

として誕生し、多くの方々に愛されていま

す。 笑ったような口もと、白目の中心から

少し外れた黒目は小田島民芸所の特徴

で、 和紙の風合いを残した干支人形にも

その特徴は見られ、愛くるしい表情を作り

出しています。現在「黄金牛(金のべこっ

こ）」「忍び駒」「鹿踊り」を主に制作してお

り、 忍び駒は忍び駒のお年玉郵便切手と

して絵柄のモチーフになりました。

当日は藁でつくる馬のお守り「忍び駒」の

体験を行います。

南部系伝統こけし 壁掛け傘づくり体験 忍び駒づくり体験



メニュー こけしの絵付体験 壁掛け傘づくり体験 忍び駒づくり体験 ﾎﾙｽﾀｲﾝ絵付体験 陶芸体験

所要時間 1時間 1時間 2時間 1～1.5時間 1.5～2時間

会場 花巻市交流会館、ホテルコンベンションホールなど（別途会場費必要の場合あり）

受入人数 10～50名 10～50名 4～20名 4～50名 4～100名

概要

花巻のこけしは南部系に
属し頭がクラクラ動くのが
特徴です。
「煤孫こけし」3代目こけし
職人が説明しながら絵付
け体験を行います。

200年以上伝承され花巻に
残る和傘「花巻傘」。最盛
期には市内に50軒以上
あった傘屋も現在は1軒の
み。花巻唯一の花巻傘職
人が小さい和傘つくり体験
をご案内します。

花巻の円万寺観音の伝説
に縁結びの使者として藁
の駒で、人目を忍んでお供
えし、祈願成就の時は美し
い布や鈴をつけてお参りを
したと伝えられています。

張り子に好きな都道府県
のデザインを描き、オリジ
ナルのホルスタイン張り子
を作成しよう。花巻の張り
子職人がご案内、サポート
します。

100年以上の歴史がある鍛
冶丁焼や幻想的なランプ
シェードが人気の早池峰焼
など、花巻の陶芸職人が
それぞれの特徴など説明
しながら指導します。



メニュー 草木染体験 里山リースづくり さき織体験 和紙づくり体験 サンドブラスト

所要時間 1.5～2時間 2時間 1～1.5時間 1時間 30分～1時間

会場 花巻市交流会館 花巻市交流会館 さき織伝承館 成島和紙工芸館 ガラス工房森のくに

受入人数 4～20名 4～20名 4～20名 4～20名 4～50名

概要

スカーフやハンカチなどの
衣類を、季節の植物（マ
リーゴールド、タンポポ、ヨ
モギ、アカネ）を使って染め
ていきます。同じ植物を
使っても二度と同じ色が出
ないのが特徴です。

松ぼっくりやどんぐり、ヒイ
ラギの葉など花巻の自然
にあるものを活用してリー
スを制作します。
最後にベルやリボンをつけ
て飾り付けを行い完成。思
い出に残るお土産ができる
でしょう。

さき織は古い布の再生方
法として、明治以前から取
り組まれてきました。
布を細かく裂いて横糸に使
い、木製の縦糸を織機に
かけて織り上げます。古い
物を大切に使った昔の
人々のやさしさと、素朴さと
味わいのある作品に触れ
てみてください。

くわ科の落葉低木である楮
（こうぞ）の皮を原料とし「ノ
リウツギ」の粘りをまんべ
んなく混ぜ合わせ寒中に
すくい上げることで、素朴
で味わいのある独特の紙
質ができます。生産量は少
ないものの、この紙質に魅
せられて全国各地で愛用
されています。

絵柄を切り抜いたシールを
透明なコップに貼り、砂を
吹きかけて曇りガラス状に
します。
シールの部分は透明なま
まなので、剥がせば模様
がきれいに浮かびあがりま
す。様々なデザインをつ
くって自分だけのオリジナ
ルコップを作ってみましょう。



花巻市交流会館

工芸体験の体験場所として10～60名収容の会議室を無料でご提供いたします。

住所 〒025-0004 岩手県花巻市葛3-183-1
花巻ICより車で5分（大型バス駐車場完備、無料）

開館 9:00～21:00
TEL      0198-29-4522



花巻名物わんこそば体験 SDGs17の目標
該当NO.

【プログラムの内容】

【SDGs「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

岩手県の郷土料理「わんこそば」は花巻が発祥と言われています。
起源は今から400年以上前の江戸時代。南部のお殿様が江戸に上る途中花巻に立寄ったおり、旅のつれづれを慰めようと郷土名産のそばを差し上げました。
お殿様はその風味を大変お気に召され何度もおかわりをされました。この時そばをお椀に盛って差し上げたことから「わんこそば」と称されるようになりました。
今では大食い競争のイメージが強いですが、花巻流のおもてなしから生まれた郷土料理です。

ゴール８（ターゲット8.9）：地方の文化振興につながる持続可能な観光産業を促進するための方法を考える。
ゴール１２（ターゲット12.b）：持続可能な産業として地方の文化振興や産品販促につなげるためにはどのような方法があるか考える。

事前学習

・身近にある郷土食の歴史について調べる。
またどのような場所で販売、流通している
か調べる。

現地学習（所要1時間）

・わんこそばを体験する。
・どのような歴史があるかスタッフに聞いて
みる。
・スタッフに今抱えている問題やこれからの
食文化のあり方について聞いてみる。

事後学習

・事前学習と現地学習で学んだことや体感し
たことをまとめてディスカッションを行う。
・SDGsのゴール達成に向けた活動を考える。

受入人数 150名（要問合せ）

受入可能時期（休業日） 通年（年末年始）

受入可能時間 要問合せ

対象 小学生・中学生・高校生

花巻市内わんこそば提供店舗
・道奥金婚亭
・やぶ屋花巻総本店
・銀河プラザ山猫軒駅前店
・嘉司屋



ユネスコ無形文化遺産早池峰神楽・郷土芸能鹿踊
SDGs17の目標
該当NO.

【プログラムの内容】

【SDGs「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

早池峰神楽は岩手県花巻市に伝承されている神楽で岳神楽と大償神楽の二つの神楽座の総称です。早池峰山を霊場とする修験山伏たちによって代々舞
い継がれてきたと言われており、少なくとも５００年以上前には伝えられていたと思われます。１９７６年に国の重要無形文化財に、２００９年にはユネスコ無形
文化遺産に登録されました。
地域の平安と悪霊の退散を祈願する舞といわれている「鹿踊」（ししおどり）。貴重な民俗芸能として岩手県の無形文化財に指定されています。腹に太鼓を
下げ、それぞれの踊り手が歌を歌い、太鼓を打ち鳴らしながら踊るのが特徴です。
岩手花巻の各郷土芸能の演舞鑑賞を夕食後のアトラクションとしてご見学いただけます。

ゴール８（ターゲット8.9）：担い手不足が問題化されている地方の郷土芸能を持続可能な観光産業として促進するための方法を考える。

事前学習

・身近にある郷土芸能の歴史について調べ
る。またどのような場所で演舞機会がある
か調べる。

現地学習（所要30～60分）

・郷土芸能を鑑賞する。
・演舞者に今抱えている問題やこれからの
郷土芸能のあり方について聞いてみる。

事後学習

・事前学習と現地学習で学んだことや体感し
たことをまとめてディスカッションを行う。
・SDGsのゴール達成に向けた活動を考える。

受入人数 会場スペースによる

受入可能時期（休業日） 通年（年末年始）

受入可能時間 要問合せ

対象 小学生・中学生・高校生



2021MLBオールスターゲーム
菊池雄星・大谷翔平選出記念モニュメント

徒歩３分

無料駐車場

花巻東高校



お問合せ先

（一社）花巻観光協会
伊藤 挙（いとう あぐる）

TEL 0198-29-4522
ﾒｰﾙ aguru@kanko-hanamaki.ne.jp

花巻の観光情報はこちら

mailto:aguru@kanko-hanamaki.ne.jp
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