2016 年
2016年
さぁ行こう！一億年時間旅行へ 〜石炭が 紡ぐ大地と人々の物語〜
ジオパークジオツアー日程（年間予定表）

三笠ジオパークのテーマである一億年時間旅行を体

三笠ジオパーク「ミニ」ジオツアー

感できる様々な見どころ「ジオサイト」を、ガイド

5月29日（日） 7月9日（土）

の解説を聞きながら楽しむことができます。また、
収穫体験やラフティング体験、ツアー限定の見学ス
ポットなど、ジオツアーにしかない楽しみも盛りだ

8月6日（土） 10月16日（日）

6月19日（日）

石炭今昔物語ツアー

9月25日（日）

7月 9日（土）

北海道産業はじまり物語

10月1日（土）

7月24日（日）

秋の桂沢エリアまるごと満喫ツアー

10月16日（日）

5/29（日）7/9（土） 三笠市立博物館正面 集合
8/6（土）10/16（日）13:00 〜16:00

予約不要！

6/5

地層や植生から三笠の歴史を知ろう！

三笠市立博物館駐車場 集合

（日）9 : 30 〜13 : 05

❶原石山

❷桂沢ダム

❸桂沢水道企業団

化石探し！

❹奔別炭鉱

❶博物館

昼食付き！

（未就学児は無料、資料を希望する方のみ追加で100 円）

「まるい山」のいま・むかしを見てみよう！
開拓の歴史とワインの恵みを感じるツアー
三笠市役所道道側正面駐車場 集合

13 : 00〜16 : 00

ワインの試飲！

❶千人塚史跡公園 ❷三笠山 ❸レンガエントツ ❹達布山展望台 ❺山﨑ワイナリー

❶博物館

昼食付き！

定員

三笠大地の恵み！
夏野菜収穫体験ツアー

8 /7（日） 10:00〜13:10
❹道の駅

昼食付き！

❶博物館 ❷野外博物館 ❸昼食 ❹奔別炭鉱 ❺砂子組露天掘り見学

定 員 20 名（小学生以上、中学生以下は保護者同伴）

料 金 2,150 円（昼食代、農業体験代、保険料、資料代、ガイド料）

料 金 1,250 円（昼食代、保険料、資料代、ガイド料）

計 20名

（10歳以上、中学生以下は保護者同伴）

10/1（土）13:15〜16:30
クロフォード公園駐車場 集合

1 年に 1 回だけ！

❶クロフォード公園 ❷幌内炭鉱 ❸鉄道村 ❹クロフォード公園

石炭露天掘り見学！

石炭燃焼体験！
トロッコ乗車体験！

定 員 20 名（小学生以上、中学生以下は保護者同伴）
料金

明治初期、貴重なエネルギー源として日本の発
展を支えた石炭、その歴史は三笠発展の歴史で
もあります。石炭の過去から現在まで、ガイド
と一緒に時間旅行に出かけませんか？
また、年に一度の砂子組の石炭露天掘り見学は、
圧巻の大迫力です！

秋の桂沢エリア
まるごと満喫ツアー

温泉・昼食付き！

炭鉱まちの史跡を巡ろう！

9/25（日）10:00 〜16:15

定 員 20 名（小学生以上、中学生以下は保護者同伴）

市内の農家であるのみやまファームで、三笠の
大地の恵みである農作物の収穫体験ができます。
収穫した野菜は全てお持ち帰り可能！また、達
布山周辺の歴史や土地、農作物の特徴などにつ
いてもお話していただきます。

10 名

B班

❹湯の元

北海道産業はじまり物語

三笠市立博物館 集合

野菜の収穫体験！

❸ラフティング

幾春別川でラフティング体験を楽しめます！ア
クティビティとしての楽しみだけでなく、いつ
もとは違った視点で地層などについてのガイド
を体験できます。ラフティング後の温泉や昼食
もついた、とってもお得なツアーです。

黒いダイヤの秘密を探る！

道の駅三笠 集合（巨大水車側駐車場）

10 名

A班

ラフティング体験！

❷野外博物館

入浴料金、保険料、資料代）

石炭今昔物語ツアー

もぎたて採れたて野菜を丸かじり！

9 : 30 〜15 : 30
11 : 00 〜17 : 00

（A 班）

料 金 8,000 円（博物館入館料、昼食代、

三笠メロンの収穫が体験できます！収穫体験の
後は昼食で半玉のメロンにかぶりつき、収穫し
たメロン１玉をお土産にお持ち帰りいただけま
す。合わせて1.5 玉の三笠メロンを満喫し、ジオ
の大地の恵みを感じるツアーです。

かつて多くの要人が訪れ、北海道開拓の計画を立
てた達布山と、その歴史ある土地で育てたぶどう
でワイン作りを行っている、山﨑ワイナリーを見
学します。生産者の思いを語っていただくほか、
ワインの試飲も楽しめます。

大人

1,180 円 中学生以下 860 円

（トロッコ代、鉄道記念館入館料、保険料、資料代）

石炭の発見により、道内最初の鉄道や炭鉱が開
発された三笠市。その歴史をノスタルジックに
ガイドします。だるまストーブを使用した石炭
燃焼体験もありますので、お子様ともぜひ一緒
にご参加ください。

タイアップツアーはこのマークが目印！

7月9日から9月25日まで、北海道博物館にて特別

ダムだ！化石だ！紅葉だ！

10/16（日）10:00〜13:00
三笠市立博物館駐車場 集合

❷桂沢ダム

7/31（日）

メロン収穫体験！

❹道の駅

三笠市立博物館駐車場 集合

（B 班）

料 金 3,150 円（昼食代、農業体験代、保険料、資料代、ガイド料、お土産代）

料 金 350 円（保険料、資料代、ガイド料）

❸昼食

❸昼食

定 員 20 名（小学生以上、中学生以下は保護者同伴）

定 員 20 名（小学生以上、中学生以下は保護者同伴）

❷野見山ファーム

7/24（日）10:00 〜14:00
❷イオン農場

800 円 小中学生 500 円

（博物館入館料、保険料、資料代、ガイド料）

川下り時間旅行！

道の駅三笠 集合（巨大水車側駐車場）

❶道の駅

高校生以上

水上から大地の成り立ちを学ぼう！
ガイドと巡るラフティングツアー

今日はアナタのメロン記念日！

ツアー限定コース！

ザ・一億年時間旅行！

三笠ジオパークの代表的なエリアである野外博物
館を、炭鉱や歴史だけではなく、植物や地質に注
目しながら巡ってみませんか？一度訪れた経験の
ある方でも楽しめる一味違ったガイドになってい
ますので、ぜひご参加ください。

三笠メロン1.5 玉満喫ツアー

山﨑ワイナリーの見学ができるのはジオツアーだけ！

7/9（土）

料金

私たちの生活に欠かせない「水」の供給を支える
桂沢ダムの堤体内部や、石炭の採掘で活躍した旧
奔別炭鉱などを見学します。これらの施設に入れ
るのはジオツアーだけ！

1人100 円で三笠ジオパークのガイドを聞くこと
ができます。事前の予約などは必要ありません。
1人からでも気軽に一億年時間旅行を楽しめます。
ガイド時間などもご相談ください。

❷野外博物館

王道コース！

定 員 20 名（小学生以上、中学生以下は保護者同伴）

料 金 350 円（保険料、資料代、ガイド料）

料 金 100 円

❶原石山

6/19（日）13:00 〜15:30
三笠市立博物館 集合

ツアー限定コース！

定 員 20 名（小学生以上、中学生以下は保護者同伴）

（9：00〜16:00）

❶達布山展望台

大地の記憶観察ツアー

水と大地について考えよう！

気軽に参加！

8 月 7日（日）

大地の記憶観察ツアー

三笠の社会科見学ツアー

大人も子供も気軽にガイドを聞いてみませんか？

三笠大地の恵み！夏野菜収穫体験ツアー

6月 5日（日）

三笠メロン1.5 玉満喫ツアー

三笠ジオパーク
「ミニ」ジオツアー

7月31日（日）

三笠の社会科見学ツアー
「まるい山」のいま・むかしを見てみよう！
開拓の歴史とワインの恵みを感じるツアー

くさんです。

水上から大地の成り立ちを学ぼう！
ガイドと巡るラフティングツアー

❸紅葉まつり ( 昼食 )

定 員 20 名（小学生以上、中学生以下は保護者同伴）

展「ジオパークへ行こう！」が開催され、期間中は
ツアー限定コース！
昼食付き！

道内5つのジオパークが北海道博物館に大集合！

北海道博物館特別展
「ジオパークへ行こう！」

タイアップツアー

また、この特別展チケットを持って道内各地のジオ
パークを訪れると、お得な特典が受けられます。

特別展「ジオパークへ行こう！」チケット提示特典（三笠）

① ジオツアー参加時

ジオツアー参加料から 200 円引き！
さらに限定缶バッジプレゼント！

② 三笠市立博物館入館時：入館料に団体料金を適用！
（7/9 〜 9/25 限定 )

小中学生 120 円

高校生以上 360 円

料 金 950 円（昼食代、保険料、資料代、ガイド料）
紅葉真っ盛りの三笠で、太古の地層や桂沢ダム
の見学を楽しみませんか？ダムなどのジオツ
アー限定スポットを見学した後は、紅葉まつり
会場で、秋刀魚など秋の味覚を味わえます。ま
た、参加者は同日開催のミニジオツアーに無料
で参加できます！

〒068-2165 三笠市岡山 1056 番地 1
TEL 01267-3-2828

道の駅三笠（水車側）

・ツアー開始 15 分前までには集合場所に集合してください。

〒068-2192 三笠市幸町 2 番地
TEL 01267-2-3997

三笠市立博物館

三笠市役所

〒068-2111
三笠市幾春別錦町１丁目 212-1
TEL 01267-6-7545

クロフォード公園
〒068-2141 三笠市本町９７１−１
TEL 01267-3 -1240

ツアー集合場所

三笠ジオパーク推進協議会事務局
お申込・お問合せ

〒068-2192

TEL

北海道三笠市幸町 2 番地 三笠市役所商工観光課内

01267-2-3997（平日 8:30〜17:00）

三笠ジオパーク

・各回の定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。

参加に
当たっての ・当日雨天の場合は中止、少雨決行とします。
( 中止の場合は申し込み時の連絡先へご連絡いたします。)
注意事項
・見学先の状況によっては予告なしに内容が変更になる
場合があります。

検索

HP
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/

Facebook
https://www.facebook.com/mikasa.geopark

