
【開催日時】 ２０２１年８月２３日（月）１３：００～１６：３０

【対 象】 関東地区の学校関係者様

【実施内容】(予定）

【第一部】

●特別講演① 震災語り部講演 「未来の命を守る～子どもたちの命を守った防災学習～」
・釜石にて震災語り部として活躍されている「いのちをつなぐ未来館」の川崎杏樹氏を講師にむかえ「未来の

命を守る～子どもたちの命を守った防災学習～」と題して、川崎氏が中学生時経験した震災についてや、

東北が震災で学んだ教訓の「防災学習」について、講演致します。

●特別講演② 東北・新潟での探究学習講演
・新潟県「越後田舎体験推進協議会」小林美佐子氏を講師にむかえ東北・新潟でオススメの教育旅行プログラム

「探究学習」について具体的な事例と共に講演致します。

●「だからこそ東北で学ぶ」学びについて
・「震災・防災・減災学習」や、「東北ならではの探究学習やSDGｓプログラム」等、

東北の新しい教育プログラムや、コロナ禍の安全対策等東北教育旅行のねらいや情報

について、東北6県+新潟県より、「だからこそ東北で学ぶ」と題して発表致します。

【第二部】

●教育旅行相談会 ※対応可能校数に限りがありますので、御参加をお断りする場合がございます。

・学校関係者様と東北・新潟各県の担当者との個別の相談会をオンライン上で実施致します。

【主催】 （一社）東北観光推進機構

【協力】 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、仙台市

【後援】 文部科学省、観光庁、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、

(予定) 埼玉県教育委員会、千葉県教育委員会、(公財)日本修学旅行協会、

(公財)全国修学旅行研究協会、(株)日本教育新聞社、(株)教育家庭新聞社、

東日本旅客鉃道(株) 、日本私立中学高等学校連合会

※セミナーの内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

参加申込み書に必要事項を記入いただき、FAXまたはメールでお申込みください。

FAX:022-721-1293 申込締切：第１部8月19日(木)

第２部8月10日(火)

（一社）東北観光推進機構 事業推進部 雨田、佐藤、髙橋（健）
TEL：022-721-1291 mail: manabitabi@tohokutourism.jp

詳しくは「東北まなび旅」で検索してください

検索東北まなび旅

申込
方法

問合先

定員：第一部100名
第二部20名

参加費無料



ＦＡＸ：０２２－７２１－１２９３   担当：雨田、佐藤 宛 

東北教育旅行オンラインセミナー 教育旅行相談会 

参加申込書 

【締切日】 ①第一部および第二部参加 ８月１０日(火) 

           ②第一部のみ参加         ８月１９日(木) 

 

〇第二部に参加される学校様はこちらにもご記入ください。 

教育旅行を検討している県 

（お話を希望される県の番号） 

質問事項など（複数可） 

例：○○は何人対応可能？○○のコロナ対策は？ 

○○の近くで体験可能なプログラムは？など 

第一希望（必須） 

  

第二希望（必須） 

  

第三希望（必須） 

  

第四希望（任意） 

  

第五希望（任意） 

  

対象県： ①青森県、②岩手県、③宮城県、④秋田県、⑤山形県、⑥福島県、⑦新潟県 

〇ご連絡先  

ご担当者名  申込日         / 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

E-mail  

 

学校名  

参加者 

（職名・指名） 
職名： 氏名： 

参加希望 

（どちらかに〇） 

１．第一部（セミナー）および第二部（相談会）参加希望 

２．第一部のみ参加希望  



東北教育旅行（オンライン）　予定表

内容 発表者等 時間

1 オープニング・主催者挨拶
主催者挨拶：東北観光推進機構

専務理事推進本部長　紺野　純一
13：00～

2 「だからこそ東北で学ぶ教育旅行」
東北観光推進機構　事業推進部

チーフ　佐藤　弘樹
　　　 ～13：19 

3 特別講演①
株式会社かまいしDMC いのちをつなぐ未来館

川崎　杏樹　様
13：20～13：40

4 特別講演② 越後田舎体験推進協議会　小林美佐子　様 13：41～13：56

5 青森県プレゼン「だからこそ青森県で学ぶ」 青森県 13：57～14：07

6 岩手県プレゼン「だからこそ岩手県で学ぶ」 岩手県 14：08～14：18

7 宮城県プレゼン「だからこそ宮城県で学ぶ」 宮城県 14：19～14：29

8 秋田県プレゼン「だからこそ秋田県で学ぶ」 秋田県 14：30～14：40

9 山形県プレゼン「だからこそ山形県で学ぶ」 山形県 14：41～14：51

10 福島県プレゼン「だからこそ福島県で学ぶ」 福島県 14：52～15：02

11 新潟県プレゼン「だからこそ新潟県で学ぶ」 新潟県 15：03～15：13

15：13～15：25

15：25～15：30

12 学校相談会 各学校様個別ルームにて希望される県との相談会 15：30～16：30

2021年8月23日

休憩（時間調整）

第二部のご説明















観光ガイドの概要
・・・オーダーメイド型「学ぶ旅」のご提案・・・

釜石観光ガイド会

（一社）釜石観光物産協会



釜石観光ガイド会
年度区分 ガイド人数

平成２８年度 ８，６４９人

平成２９年度 ５，３０９人

平成３０年度 ６，１７４人

令和元年度 ９，３９７人

令和２年度 ３，０３１人

設立 平成１４年３月

会員 ２７人

ガイド内容 ①鉄の歴史ガイド
②橋野鉄鉱山現地ガイド
③防災学習・震災復興ガイド
④ジオパークガイド
⑤釜石ラグビーのガイド
⑥まちなかガイド、その他

料金 ３時間まで３，０００円

利用人数 ガイド１名でバス１台に対応可能

セールスポイント お客様のご要望に応じたコースとなります



橋野鉄鉱山世界遺産＆ジオガイド
ｰ約１時間ｰ

■ 「明治日本の産業革命遺産」って何？

■ 日本人がチョンマゲを結い、刀をぶら
下げていた170年前、何故この山奥で
産業の近代化が始まったのか？

■ 鉄づくりって何？ どうして鉄が必要
だった？ 誰が関わった？ その後の
変遷は？

■ 鉄づくりとジオパークについて

■ 世界文化遺産の意義

➡ インフォメーション
センター（約１５分）

➡ 現地（高炉跡４５分）

橋野鉄鉱山インフォメーションセンター

インフォメーションセンター（内部）
高炉跡のガイド



防災学習・震災復興ガイド
ｰ約１時間から２時間程度ｰ

釜石市防災市民憲章（平成３１年３月１１日）

［前文］
‥‥ 自然は恵みをもたらし、ときに奪う。‥‥
あらゆる災害に対し、多くの教訓を生かしていか
なければならない。‥‥ 私たちは、後世に継承
する市民総意の誓いをここに掲げる。

備える
‥‥避難訓練が命を守る

逃げる
何度でもひとりでも安全な場所にいちはやく
‥‥

戻らない
一度逃げたら戻らない戻らせない‥‥

語り継ぐ
‥‥災害から学んだ生き抜く知恵を語り継ぐ

被災直後の市街地

被災後の鵜住居町



防災学習・震災復興ガイド（①市街地コース）
ｰ約１時間ｰ

■ 釜石駅（合流）

■ 釜石小学校（車窓）
釜石小学校の防災教育

■ 釜石市役所～避難道路
被災の様子、釜石小学校生の行動

■ 避難道路～釜石市魚市場
復興の状況

■ 釜石駅前広場（復興の鐘）
釜石小学校の校歌、防災学習の総括

避難道路から津波を見る人たち

復興の鐘（釜石駅前）

避難道路でのガイド



防災学習・震災復興ガイド（②鵜住居コース）
ｰ約１時間半ｰ

■ 釜石駅（合流～釜石の防災教育（車中））

■ 釜石祈りのパーク
被災の状況

■ いのちをつなぐ未来館
鵜住居小・東中の防災教育、子どもたちの行動

■ 鵜住居小・釜石東中（遠景）
復興の状況等

■ 釜石駅前広場（復興の鐘）
解散

※ 鵜住居駅合流で、１時間コース
とすることも可能

被災後の東中と（左）、鵜住居小 東中と鵜住居小の避難訓練（震災前）

いのちをつなぐ未来館 釜石祈りのパーク



防災学習・震災復興ガイド（③鵜住居コース）
ｰ２時間前後ｰ

■ 釜石駅（合流～釜石の防災教育（車中））

■ 釜石祈りのパーク
被災の状況

■ いのちをつなぐ未来館
鵜住居小・東中の防災教育、子どもたちの行動

■ 釜石鵜住居復興スタジアム

■ 東中の避難路（バスにて）
時間によっては実際に歩くことも可能

■ 根浜集落の高台移転（遠景）

■ 釜石駅前広場（復興の鐘）
解散

震災当日の様子

釜石鵜住居復興スタジアム 移転した根浜集落から海を望む



鉄の歴史＆ジオ・どっぷり半日コース

■ 釜石駅（合流）～鵜住居（車内ガイド）

■ 橋野鉄鉱山
インフォメーションセンター、高炉跡

■ 鉄の歴史館

■ 登録有形文化財「旧釜石鉱山事務所」
ギャラリー等ガイド、選鉱場跡、その他

■ 釜石駅前広場
解散

※ いずれかのコースを割愛し、
時間短縮することも可能
※ 釜石大観音を入れることも可能 釜石鉱山

鉄の歴史館 鉄の歴史館のシアター

旧釜石鉱山事務所



まちなかガイド
ｰ１時間～２時間ｰ

■ 釜石駅前広場
復興の鐘、鉄のモニュメント、井上ひさしの足跡

■ 大渡町
長谷川時雨・林芙美子の足跡

■ 薬師公園
戦争の歴史、鉄づくりの歴史、震災復興ガイド
花の本聴秋、巌谷小波、工藤俳痴の足跡

■ 大町～大渡～鈴子
朝倉響子、田村尚男、舟越保武の足跡

■ 釜石製鉄所
製鉄の歴史

■ 郷土資料館

※ ２時間コースには、郷土資料館の
見学（要入館料300円）を想定

田中長兵衛・横山久太郎像

平和の女神像

郷土資料館

舟越保武「渚」

田村尚男「遡る」

朝倉響子「希」

大島高任

林芙美子

井上ひさし



団体旅行向け飲食・特産品施設のご案内

施設名 可能数 内容

ホテルサンルート釜石 160人 弁当形式 2千円～

料亭幸楼 100人 弁当形式 2千円～

ホテルシーガリアマリン 150人 和定食 ３千円～

マルワマート 応談 仕出し弁当 応談

施設名 場所

シープラザ釜石 ＪＲ釜石駅前

サン・フィッシュ釜石 ＪＲ釜石駅前

鵜の里交流館 三陸鉄道鵜住居駅前

ミッフィーカフェ 釜石市民ホール前

魚河岸テラス 釜石市魚市場横

道の駅釜石仙人峠 釜石自動車道釜石仙人峠ＩＣ

サン・フィッシュ釜石シープラザ釜石鵜の里交流館ミッフィーカフェ魚河岸テラス

ホテルサンルート釜石 ホテルシーガリアマリン



釜石観光ガイド会災害対応マニュアル

ガイド中止基準

・気象警報、高潮警報、波浪警報、
洪水警報、大津波警報又は津波
注意報が発令
・震度４以上の地震が発生

・長雨等による災害が発生の恐れ
がある

・大規模な火災・暴発等による災
害の恐れがある

ガイド中
は中止、
予約の
場合は
24時間

前以内
に判断

暴風、暴風雪、大雨、大雪の各警
報、高潮警報、波浪警報、洪水警
報又は津波注意報が発表され、
相当規模の災害発生の恐れがあ
る

即時中
止

災害マニュアル（要旨）

１．安全の確保を第一に考える
２．二次災害の防止に努める
３．災害情報の早期収集を図る
４．移動の際には細心の注意を払う
５．状況を連絡し合う

ガイドの心得（要約）

１．最初に、健康状態の悪い乗客がいないかどうか確認する
２．バスに乗車するときは、予め添乗員（運転手）から乗客の健康状態等を聞く
３．ガイド中も、お客様の行動や顔色などを注意する
４．移動中やバス乗降時等、段差、高低差、ぬかるみ、その他支障物に注意する
５．ガイド員自身の健康にも注意する



問合わせ先

釜石観光ガイド会
〒 026-0031

岩手県釜石市鈴子町２２番４号（釜石観光総合案内所内）
ＴＥＬ 0193（22）5835
ＦＡＸ 0193（31）1166
E-mail kamaishi-kankou@bz04.plala.or.jp

URL http://kamaishi-kankou.sakura.ne.jp 「かまナビ」で検索

mailto:kamaishi-kankou@bz04.plala.or.jp
http://kamaishi-kankou.sakura.ne.jp/


　釡石観光ガイド会は、年間500件前後、多いときは1万人以上の観光客にガイドを行い、釡石に
おける鉄の歴史や防災学習をはじめとした様々なコースにも対応しています。
　観光だけでなく、公民館や老人クラブなどの生涯学習活動での講座でご利用いただいても結構
です。観光ガイドと「地域再発見の旅」に出かけてみませんか？

実施
期間

通年
ただし、12月29日から1月3日までは除きます。

対象
施設

特に問いません。
ご要望に応じてガイドします。

利用
人数

ガイド1名につき、最大40名（バス1台）に対応
することができます。最少利用人数は1名です。

利用
時間

9時から17時までとしますが、状況に応じそれ
以外でも対応するときがあります。
ただし、適宜休憩の時間が必要です。

利用
料金

1名3時間につき3,000円（ガイドの交通費を含む）となります。
1時間を超えるごとに1,000円を加算します。

中止
基準

気象庁より「警報」が発令されているときは、ガイドを
行うことはできません。
「注意報」の場合は、そのときの状況により判断します。

注意事項／ガイド自らの自家用車では案内しませんが、バスやタクシー等に乗車することは可能です。基本的に、釡石駅前からの出発と到着になります。
　　　　　案内時にガイド以外の料金（交通費など）が発生するときは、申込者の負担となります。3日前のキャンセルからキャンセル料が発生する場合があります。

上記のとおり予約を承りました。
●待ち合わせ場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●解散場所

●料金　　　　　　　　　　円　　●担当ガイド　　氏名　　　　　　　　　　　　　　連絡先

ガイド会でバスを手配するものではありません。

釡石観光ガイド会

釡石観光総合案内所 宛
FAX 0193-31-1166釡石観光ガイド案内申込書兼決定通知書

※太枠内に必要事項をご記入の上8日前までに、FAX（0193-31-1166）でお申し込みください。

お申込み・お問い合わせ先
〒026-0031岩手県釡石市鈴子町22番4号（釡石観光総合案内所内）
TEL.0193（22）5835　FAX.0193（31）1166　E-mail.kamaishi-kankou@bz04.plala.or.jp

（一社）釡石観光物産協会／岩手県釡石市鈴子町22番1号　TEL.0193（27）8172　FAX.0193（27）8173

釜石市

受付
番号

申込年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　曜日

　　　　　　　　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

貸切バス ・ ＪＲ ・ 三陸鉄道 ・ 自家用車 ・ レンタカー ・ その他（　　　　　　　）

内　訳：男性　　　　　名／女性　　　　　名

年齢層：　　　　　　歳代　～　　　　　歳代
名

氏　名

住　所

（団体名）

電話番号
F A X

E-mail

（フリガナ）

※当日連絡が取れる代表者の氏名及び連絡先をご記入ください。

※旅程表をお持ちの
方は、差し支えなけ
れば申込書と一緒
に送付願います。

※分かる範囲でご記
入ください。

申　込　者

ガイド希望日時

案内希望場所

利用交通機関

希 望 事 項
・

そ　の　他

人　　数

代表者氏名 連絡先
（フリガナ）



1 橋野鉄鉱山の世界遺産＆ジオガイド

コース

ユネスコ世界遺産でジオサイトの「橋野鉄鉱山」を知ろう

　釜石は、高炉を用いた鉄づくりにチャレンジし初めて成功

したまちで、日本最古の高炉が現存しユネスコ世界遺産に

認定されています。170 年近い前、まだ刀をぶら下げ、チョ

ンマゲを結っていた時代に何故釜石で鉄づくりが始まった

のか、その時代背景とともに分かり易くガイドします。

1時間

橋野鉄鉱山インフォメーションセンター▶▶▶一番高炉▶▶▶二番高炉
▶▶▶大工長屋跡・鍛冶長屋跡▶▶▶山神社跡・市之助墓遠景
▶▶▶三番高炉

2 まちなかガイド

コース

釜石の製鉄・戦争・文学の歴史と震災からの復興を知る

　釜石駅周辺と市の中心部にある薬師公園には、製鉄業に

携わった人や鉄づくりの縁で釜石を訪れた小説家たちの像

や碑が遺されています。また、釜石は第二次世界大戦で米

英からの艦砲射撃を受けており、東日本大震災も含めた釜

石の歴史と平和の尊さをお伝えすることができます。

1時間～2時間

釜石駅▶▶▶復興の鐘▶▶▶鉄のモニュメント▶▶▶
（郷土資料館▶田村尚男「遡る」▶長谷川時雨碑▶林芙美子碑）▶▶▶
薬師公園の文学碑・忠魂碑・平和の女神像・高橋亦助翁彰徳碑

▶▶▶釜石駅

3 釜石鉱山＆ジオガイド

コース

釜石鉱山の成り立ちを「ジオ」の観点から学んでみよう

　わが国最大の鉄鉱山かつ有数の銅鉱山でもある現役の

釜石鉱山と、国の登録有形文化財に指定されている旧釜石

鉱山事務所の展示物などを見学することで、鉄づくりの歴

史を知ることができます。さらに、周辺には日本で三番目に

営業開始した釜石鉄道の歴史も遺されており、マニアには

必見です。

1時間

旧釜石鉱山事務所（昭和の事務所・鉱山のギャラリー・鉱山の展示室・

鉱物室等）▶▶▶大島高任父子顕彰碑▶▶▶鉱滓堆積場遠景
▶▶▶選鉱場跡

4 鉄の歴史館＆釜石大観音ガイド

コース

日本にも数少ない鉄の博物館と三陸最大の観音様を楽しむ

　作家井上ひさし「ひょっこりひょうたん島」のルーツは釜石

の三貫島にあるとも言われ、その歌碑が鉄づくりのため釜

石－大橋間を走った C20 型蒸気機関車とともに鉄の歴史

館の近くに保存されています。また、釜石大観音は太平洋を

ダイナミックに展望することができるスポットで、普段と

違った角度からガイドさせていただきます。

1時間～2時間

釜石駅▶▶▶井上ひさし文学碑▶▶▶C20 型蒸気機関車▶▶▶
鉄の歴史館（▶日本中国永遠平和の像▶中村華子碑）▶▶▶
釜石大観音▶▶▶釜石駅

5 釜石の防災学習ガイド【鵜住居】

コース

震災の出来事と復興の道のりを「明」と「暗」からガイドします

　鵜住居町は、東日本大震災において市内で最も被害の大

きかった地区です。なぜ、多くの方が亡くなった一方で学校

管理下にあった子どもたちが全員生き延びたのか。祈りの

パークやいのちをつなぐ未来館、高台に移転した集落などの

見学を通じて津波から身を守る術を伝えていきます。

1時間～2時間

鵜住居駅▶▶▶釜石祈りのパーク▶▶▶いのちをつなぐ未来館
▶▶▶鵜の郷交流館（▶鵜住居小学校の高台▶鵜住居復興スタジアム
▶根浜の高台移転集落▶命の道）▶▶▶鵜住居駅

6 震災復興ガイド【浜町】

コース

津波の破壊力と復興までの過程を「避難道路」からお伝えします

　津波は市の中心部にある商店街や事業所も破壊しました

が、既に下校していた小学校の児童は全員無事だっただけ

でなく、家族の避難を促して多くの命を救ったのも子どもた

ちでした。「奇跡」を生んだとされるその防災学習について、

「かまいしの語り部」に登録されたガイドが説明します。

1時間

釜石駅▶▶▶避難道路（只越町～浜町）▶▶▶魚河岸テラス
▶▶▶復興の鐘▶▶▶釜石駅

三番高炉

橋野鉄鉱山インフォメーションセンター

一番・二番高炉

薬師公園

高橋亦助翁彰徳碑長谷川時雨碑

旧釜石鉱山事務所

父子顕彰碑選鉱場跡

鉄の歴史館

C20型蒸気機関車釜石大観音

いのちをつなぐ未来館

釜石祈りのパーク鵜住居復興スタジアム

魚河岸テラス

避難道路から見た魚市場震災直後の市街地



　釡石観光ガイド会は、年間500件前後、多いときは1万人以上の観光客にガイドを行い、釡石に
おける鉄の歴史や防災学習をはじめとした様々なコースにも対応しています。
　観光だけでなく、公民館や老人クラブなどの生涯学習活動での講座でご利用いただいても結構
です。観光ガイドと「地域再発見の旅」に出かけてみませんか？

実施
期間

通年
ただし、12月29日から1月3日までは除きます。

対象
施設

特に問いません。
ご要望に応じてガイドします。

利用
人数

ガイド1名につき、最大40名（バス1台）に対応
することができます。最少利用人数は1名です。

利用
時間

9時から17時までとしますが、状況に応じそれ
以外でも対応するときがあります。
ただし、適宜休憩の時間が必要です。

利用
料金

1名3時間につき3,000円（ガイドの交通費を含む）となります。
1時間を超えるごとに1,000円を加算します。

中止
基準

気象庁より「警報」が発令されているときは、ガイドを
行うことはできません。
「注意報」の場合は、そのときの状況により判断します。

注意事項／ガイド自らの自家用車では案内しませんが、バスやタクシー等に乗車することは可能です。基本的に、釡石駅前からの出発と到着になります。
　　　　　案内時にガイド以外の料金（交通費など）が発生するときは、申込者の負担となります。3日前のキャンセルからキャンセル料が発生する場合があります。

上記のとおり予約を承りました。
●待ち合わせ場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●解散場所

●料金　　　　　　　　　　円　　●担当ガイド　　氏名　　　　　　　　　　　　　　連絡先

ガイド会でバスを手配するものではありません。

釡石観光ガイド会

釡石観光総合案内所 宛
FAX 0193-31-1166釡石観光ガイド案内申込書兼決定通知書

※太枠内に必要事項をご記入の上8日前までに、FAX（0193-31-1166）でお申し込みください。

お申込み・お問い合わせ先
〒026-0031岩手県釡石市鈴子町22番4号（釡石観光総合案内所内）
TEL.0193（22）5835　FAX.0193（31）1166　E-mail.kamaishi-kankou@bz04.plala.or.jp

（一社）釡石観光物産協会／岩手県釡石市鈴子町22番1号　TEL.0193（27）8172　FAX.0193（27）8173

釜石市

受付
番号

申込年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　曜日

　　　　　　　　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

貸切バス ・ ＪＲ ・ 三陸鉄道 ・ 自家用車 ・ レンタカー ・ その他（　　　　　　　）

内　訳：男性　　　　　名／女性　　　　　名

年齢層：　　　　　　歳代　～　　　　　歳代
名

氏　名

住　所

（団体名）

電話番号
F A X

E-mail

（フリガナ）

※当日連絡が取れる代表者の氏名及び連絡先をご記入ください。

※旅程表をお持ちの
方は、差し支えなけ
れば申込書と一緒
に送付願います。

※分かる範囲でご記
入ください。

申　込　者

ガイド希望日時

案内希望場所

利用交通機関

希 望 事 項
・

そ　の　他

人　　数

代表者氏名 連絡先
（フリガナ）



1 橋野鉄鉱山の世界遺産＆ジオガイド

コース

ユネスコ世界遺産でジオサイトの「橋野鉄鉱山」を知ろう

　釜石は、高炉を用いた鉄づくりにチャレンジし初めて成功

したまちで、日本最古の高炉が現存しユネスコ世界遺産に

認定されています。170 年近い前、まだ刀をぶら下げ、チョ

ンマゲを結っていた時代に何故釜石で鉄づくりが始まった

のか、その時代背景とともに分かり易くガイドします。

1時間

橋野鉄鉱山インフォメーションセンター▶▶▶一番高炉▶▶▶二番高炉
▶▶▶大工長屋跡・鍛冶長屋跡▶▶▶山神社跡・市之助墓遠景
▶▶▶三番高炉

2 まちなかガイド

コース

釜石の製鉄・戦争・文学の歴史と震災からの復興を知る

　釜石駅周辺と市の中心部にある薬師公園には、製鉄業に

携わった人や鉄づくりの縁で釜石を訪れた小説家たちの像

や碑が遺されています。また、釜石は第二次世界大戦で米

英からの艦砲射撃を受けており、東日本大震災も含めた釜

石の歴史と平和の尊さをお伝えすることができます。

1時間～2時間

釜石駅▶▶▶復興の鐘▶▶▶鉄のモニュメント▶▶▶
（郷土資料館▶田村尚男「遡る」▶長谷川時雨碑▶林芙美子碑）▶▶▶
薬師公園の文学碑・忠魂碑・平和の女神像・高橋亦助翁彰徳碑

▶▶▶釜石駅

3 釜石鉱山＆ジオガイド

コース

釜石鉱山の成り立ちを「ジオ」の観点から学んでみよう

　わが国最大の鉄鉱山かつ有数の銅鉱山でもある現役の

釜石鉱山と、国の登録有形文化財に指定されている旧釜石

鉱山事務所の展示物などを見学することで、鉄づくりの歴

史を知ることができます。さらに、周辺には日本で三番目に

営業開始した釜石鉄道の歴史も遺されており、マニアには

必見です。

1時間

旧釜石鉱山事務所（昭和の事務所・鉱山のギャラリー・鉱山の展示室・

鉱物室等）▶▶▶大島高任父子顕彰碑▶▶▶鉱滓堆積場遠景
▶▶▶選鉱場跡

4 鉄の歴史館＆釜石大観音ガイド

コース

日本にも数少ない鉄の博物館と三陸最大の観音様を楽しむ

　作家井上ひさし「ひょっこりひょうたん島」のルーツは釜石

の三貫島にあるとも言われ、その歌碑が鉄づくりのため釜

石－大橋間を走った C20 型蒸気機関車とともに鉄の歴史

館の近くに保存されています。また、釜石大観音は太平洋を

ダイナミックに展望することができるスポットで、普段と

違った角度からガイドさせていただきます。

1時間～2時間

釜石駅▶▶▶井上ひさし文学碑▶▶▶C20 型蒸気機関車▶▶▶
鉄の歴史館（▶日本中国永遠平和の像▶中村華子碑）▶▶▶
釜石大観音▶▶▶釜石駅

5 釜石の防災学習ガイド【鵜住居】

コース

震災の出来事と復興の道のりを「明」と「暗」からガイドします

　鵜住居町は、東日本大震災において市内で最も被害の大

きかった地区です。なぜ、多くの方が亡くなった一方で学校

管理下にあった子どもたちが全員生き延びたのか。祈りの

パークやいのちをつなぐ未来館、高台に移転した集落などの

見学を通じて津波から身を守る術を伝えていきます。

1時間～2時間

鵜住居駅▶▶▶釜石祈りのパーク▶▶▶いのちをつなぐ未来館
▶▶▶鵜の郷交流館（▶鵜住居小学校の高台▶鵜住居復興スタジアム
▶根浜の高台移転集落▶命の道）▶▶▶鵜住居駅

6 震災復興ガイド【浜町】

コース

津波の破壊力と復興までの過程を「避難道路」からお伝えします

　津波は市の中心部にある商店街や事業所も破壊しました

が、既に下校していた小学校の児童は全員無事だっただけ

でなく、家族の避難を促して多くの命を救ったのも子どもた

ちでした。「奇跡」を生んだとされるその防災学習について、

「かまいしの語り部」に登録されたガイドが説明します。

1時間

釜石駅▶▶▶避難道路（只越町～浜町）▶▶▶魚河岸テラス
▶▶▶復興の鐘▶▶▶釜石駅

三番高炉

橋野鉄鉱山インフォメーションセンター

一番・二番高炉

薬師公園

高橋亦助翁彰徳碑長谷川時雨碑

旧釜石鉱山事務所

父子顕彰碑選鉱場跡

鉄の歴史館

C20型蒸気機関車釜石大観音

いのちをつなぐ未来館

釜石祈りのパーク鵜住居復興スタジアム

魚河岸テラス

避難道路から見た魚市場震災直後の市街地


