
Event

Outdoor

Sea「Seaside Academy in SETOUCHI」は、波穏やかな海面を渡るマリンスポーツ「シーカヤック」や多島美を

眺めながら解き放つ「海YOGA」、今話題のテントサウナなど様々な体験メニューを通じて自然の美しさを感じながら、

自然をたっぷり満喫できるイベントです。色々な希望に合わせて、日帰りプランやキャンプ体験もできるステイ型プランもご準備。

ぜひ壮大で開放感あふれる瀬戸内海の自然を存分にお楽しみください。

「世界の宝石」と称される瀬戸内海で、

自然を学んで楽しむアウトドアイベントを開催！

申し込みは
こちら11月20日土

休暇村瀬戸内東予シーサイドキャンプ場

日時

会場

10：00～21日日 11：00
200名（予定）募集

予定
※定員に達した時点で募集締め切りとなります。
※料金の一部は自然保護基金として寄付されます。
※日帰りプラン、キャンププランともに事前の申し込みが必要です。

日帰りプラン

フリーキャンプ
プラン（1泊2日）

自分のテントやギアを持ち込んで、気軽なキャンプを楽し
もう！アウトドア体験メニュー（一部追加料金あり）もチョ
イスいただけます。

いろんなアウトドア体験メニュー（一部追加料金有り）が楽しめる
ほか、マルシェで使えるクーポンがついたお得な日帰りプラン。

5歳以上お子様・大人同額

マルシェクーポン500円分
※4歳以下は無料（マルシェクーポンはつきません）

入 場 料 1,000円

開催期間 11月20日（土）10：00～17：00

料 金 6,000円（1サイト）

開催期間 11月20日（土）10：00～21日（日）11：00
キャンプサイト利用料

マルシェクーポン500円分
×2枚（1サイトにつき）※1区画10m×10m

※1サイト4名まで

レンタルキャンプ
プラン（1泊2日）

手ぶらでキャンプを楽しもう！レンタルテントやギアがセットになっ
たお得プラン。さらにSeasideクッキングなど、このプラン専用の
プログラムもついた大満足プランです。アウトドア体験メニュー（一
部追加料金あり）もチョイスいただけます。

料金
（お一人様
あたり）

大人 : 12,000円

大人 : 8,000円　小学生 : 5,000円　未就学児(5・6歳) : 3,000円

大人 : 7,000円　小学生 : 4,000円　未就学児(5・6歳) : 2,000円

開催期間 11月20日（土）10：00～21日（日）11：00

専用プログラム テント立て方レクチャーSeasideアウトドアクッキング（夕食／朝食） 早朝YOGA

キャンプサイト利用 レンタル用テント＆ギア マルシェクーポン500円分×2（大人のみ）

※参加は5歳以上のお子様からとなります。（4歳以下の幼児は参加できません）

1名利用

2～3名利用

4名利用



地元の美味しい！が集結！
海辺のマルシェをお楽しみください♪

Event

Outdoor

Sea

Contents

marche

申し込みは
こちら

いまここ健康生活Lab、西条アウトドアサービス、西条自然学校、
mowcandle、Hinel、crosspoint、石鎚ふれあいの里、
B-shop OCHI、クラブツーリズム株式会社、Kai Works株式会社

協力
主催

後援

株式会社ソラヤマいしづち

西条市

追加料金 1,000円 対象年齢 5歳以上

美しい瀬戸内海、きれいな砂浜とテントサウナ！サウナで熱くなったら
そのまま天然の水風呂・瀬戸内海にドボン！そんな最高の体験をして
みませんか？

07
瀬戸内海が天然の水風呂！？
話題のテントサウナ体験

C o n te n ts

講師 : 田村 裕太郎

所要時間 約10分 追加料金 なし 対象年齢 中学生以上
※水着をご持参いただき、水着着用でお入りいただきます。

石鎚山系の自然豊かな景観を走るサイクリングを始めませんか？車からの
景色とは違う感動の風景に出会えるはずです。体力に自信が無い方も
E-Bikeなら大丈夫ですよ！会場でE-Bikeの走りを体験して下さい。

08
坂道もラクラク！
人気のE-bikeを体験しよう！

C o n te n ts

B-shop  OCHI

所要時間 約30分 追加料金 なし 対象年齢 中学生以上

海の音、海風を感じながらゆったりと体をほぐし、心と体を解きほぐしていき
ましょう。ヨガを通して、皆様とともに気持ち良い時間を過ごせることを楽
しみにしています。

02 海YOGA
C o n te n ts

講師 : 古賀 あつみ

所要時間 約30分／約60分（サンセット）
追加料金 500円（30分）／1,200円（サンセット）
対象年齢 小学生以上　※サンセットの回は中学生以上

カヤックやＳＵＰは上手く漕ぐことだけが目的ではありません。水辺の視点
から自然を眺めたりＳＵＰの上でごろりと寝ころんでみたり、楽しみ方は人
それぞれ。休暇村の海で心地よい時間を過ごしてみませんか？

01 瀬戸内海の絶景シーカヤック体験♪
C o n te n ts

講師 : 上田 公彦

所要時間 約60分
追加料金 1,500円 対象年齢 5歳以上

※安全面を考慮し、お子さまのご参加は保護者の同伴が必要です。
※濡れる場合がありますので着替えをお持ちください。

竹は昔から身近な材料として私たちの暮らしを支えてきました。そんな竹を
使って自分だけの竹食器をつくってみませんか？

03
竹を使ってマイお箸と
マイカップを作ろう！お土産付き♪

C o n te n ts

講師 : 山中 裕加

所要時間 約60分

※未就学児の参加は保護者の同伴が必要です。

砂浜でよく目を凝らすと、海の不思議に出会えます。生き物のかけらや
マイクロプラスチックから、海と環境について考えてみませんか。

04
顕微鏡で観察する海の不思議と
シーグラスでストラップ作り

C o n te n ts

講師 : 光澤 安衣子

所要時間 約60分 追加料金 700円 対象年齢 5歳以上

※未就学児の参加は保護者の同伴が必要です。

海からゆったり歩き出すと、しまなみ海道など瀬戸内海を一望できます。
山の方を見れば、石鎚山系の山々をズラリと一気に眺めることができます。
海も山もある四国ならではの風景を見に行きましょう。

05
ガイドと一緒に散策！
瀬戸内海国立公園の歩き方

C o n te n ts

講師 : 久保  一平

所要時間 約60分 追加料金 500円 対象年齢 小学生以上

色とりどりのロウのカケラをグラスにつめるだけ！自分の好きな色のオリジナル
キャンドルを作りませんか？ホームパーティーやギフトにもおススメです！

06 mowさんのキャンドル教室
C o n te n ts

講師 : 村山 匡史

所要時間 約30分 追加料金 1,200円 対象年齢 5歳以上

※未就学児の参加は保護者の同伴が必要です。

当日申し込み11月20日（土）

Camp
11月20日（土）～21日（日）

海風を感じ、キャンプを楽しみながら自
然の中で食べるごはんは特別おいしい
ですよ。普段飲んでいるコーヒーも贅沢
に感じます。そんな体験を一緒に楽し
みませんか…？テントのたてかたも、ア
ウトドアのごはんも全てお伝えしますの
で、初心者の方でも安心です！

レンタルキャンププラン

フリーキャンププラン

新型コロナウィルス感染症対策を実施の上開催いたします
詳細はWEBにてご確認ください。

コロナ対策

駐車場はキャンプ場駐車場をご利用ください。
台数に限りがありますので、お連れ様とはお乗り合わせの上
ご来場いただけますようご協力をよろしくお願いいたします。

体験コンテンツのスケジュール詳細は
WEBにてご確認ください

※海辺のマルシェの詳細はWEBにてご確認ください。

日帰りの方もキャンプステイの方も、瀬戸内海を思う存分楽しめるアウトドアコンテンツを多数ご用意！思いっきり遊んじゃおう！
※申し込みは当日、各コンテンツ開始30分前より受付いたします。 ※やむを得ない事情により、予告なく内容が変わることがございます。あらかじめご了承ください。


