
はことれ　教育旅行プログラム

お申込み 体験予約・はことれ

ホットライン！ ０１３８-２６-０３００

２０２１年１２月現在

No． 所要時間 集合場所 時期  　 料　金 催行人員特記事項 受付時間 送迎 休日

【クラフト】 本革を使用し、ネームタグ、アクセサ お１人

レザークラフト体験 中道 リートレイ、ストラップなど自分のオリ 対応：

1 60分 又は 　通年 ジナルデザインで、旅の思い出の１ １，８００円 ２名～ 個人・団体 要相談  無し 　不定

　　〔エリア：函館市内〕 市内 品を作れます。 ～ １４０名 要予約

※製作物、各種有り。
【クラフト】 基本

西部地区・元町基坂に面する工房で、 お１人 対応： 土・日

2 60分 ステンドグラス製作 大町 通年 お好きな色のステンドグラスで、フォト ２，４００円 ２名～ 個人・団体 要相談 無し 祝

体験 フレームや室内用飾り(花・動物・気 ４０名 要予約 ※団体

　　〔元町・基坂地区〕 球等のいづれか）を製作出来ます。 要相談
【食育】

＜マサちゃんの＞ 住吉町 お一人 ４名～

3 　120分 又は 通年 ３，０００円 ３５名 要予約 要相談 無し 不定

谷地頭

　　〔エリア：函館市内〕
【食育】

＜女将の＞ お一人 ４名～

4 120分 　イカ飯作り体験 若松町 通年 ３，０００円 １２名 要予約 要相談 無し 不定

　　〔エリア：若松町〕
【食育】＋まちあるき

お一人 １５名～

5 145分 　イカ飯作り体験 入舟町 通年 ３，８００円 ４０名 要予約 要相談 無し 不定

　　〔エリア：入舟町〕

イカ飯作り体験

函館を代表するここならではの郷土

食「イカ飯」。料理の達人・旅館の“女

将”が、美味しいイカ飯作りをお教えし

ます。

函館を代表するここならではの郷土

食「イカ飯」。料理の達人・マサちゃん

が、美味しいイカ飯作りをお教えしま

す。

インドア教育旅行プラン

プラン名 内　　容

「イカ飯」作り名人の漁師のお母さん

がイカ飯作りを教えます。秘伝のタレ

で煮た美味しいイカ飯を味わって頂き

ます。また、煮る待ち時間を使い、港

周辺をガイドさんがご案内します。

　　と珍味の里ガイド

＜漁師のお母さんの＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�����������
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函館の前浜で採れた天然ガゴメ
【食育】 （昆布）と真イカを使い、事前に半

　60〜 分の量の松前漬を用意していたも お１人 　

6 90分 松前漬作り体験 住吉町 通年 のに、もう半分の材料をきざみ、 ４名〜 要予約 要相談  無し 不定

＊人数に 混ぜ合わせて完成品を造って頂 ３，０００円 １２０名

より替わ き、ご自宅へのお土産としてお持

　　〔エリア：函館市内〕 ります ち帰り頂くプラン。送料別途にて、

学校へ一括配送も可能です。

お申込み 体験予約・はことれ

ホットライン！ ０１３８-２６-０３００

２０２１年１２月現在

No． 所要時間 集合場所 　　時期 　  料　金 催行人員特記事項 受付時間 送迎 休日

北海道初の珈琲は、箱館奉行所
【食育】 始まりました。北辺の警備に

当たる御用所の人々の健康の為 お１人

7 120分 手焼き珈琲焙煎体験 問合せ 通年 に。開港時の箱館の街に漂った ３，５００円 ４名～ 事前予約 要相談 無し 不定

珈琲の香りと味を体感して頂ける ５名

　　〔エリア：函館市内〕 様手焼き焙煎し、美味しい珈琲を

ご賞味頂けます。

※アップルパイは、農場で生産さ
【食育】 れたりんごを使用。

　　 自分の手で生地作りし、農場で育て お1人 ２名～ ※移動

60〜 手作りアップルパイ たりんご使い成形し、焼き上げます。 ２，５００円 ８０名 手段必要 毎週

8 ＊120分 　　　　　　　　　　　　体験 石井農場 通年 無添加の美味しさ作りを体感。 まで 要予約  無し 月・火

　＊オーブンに入れるまでの作業に 要相談 ※

〔エリア：七飯町(函館の 　約１時間＋焼き時間　約１時間 団体

　　　　　　　　　　　隣町）〕 要相談

待機しないで、後程当日引き取り可。

又は待ち時間を有効活用し七飯町

歴史館を鑑賞する事が可能（徒歩）。

プラン名 内　　容

インドア教育旅行プラン

　合計約２時間　※焼きの時間は、
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【クラフト】

末広町 お１人 １回

9 60分 水引アート体験 又は 通年 １，６００円 １～30名 要予約 要相談 無し 要相談

市内  個人団体

　　〔エリア：函館市内〕
【クラフト】 お１人

タイルクラフト体験 要予約

10 60分 　〔エリア：大沼又は函館〕 問合せ 通年 １，８００円 ４名～ 個人団体 要相談  無し 　不定

※１０名以上の団体は、 ～ １００名

函館にて可能

【食育】 お1人 ６名～ 定休日

はこだて １，５００円 １０名 火・水

11 　約９０分 元町 通年 まで 要予約 要相談  無し 要相談

　　　〔エリア：元町〕

【食育】＋まちあるき

お1人

12 約１５０分 はこだて焼きピロシキ作り 元町 通年 ２，５００円 １０名〜 要予約 要相談 無し 要相談

体験とロシアまちあるき 　　３０名 １５名以上

ガイド は ２班分 

　　　〔エリア：元町〕 け要
【クラフト】

お１人 ３０名～

６０分～ １，８００円 １５０名 不定

13 　　９０分 市内 通年 まで 要予約 要相談  無し
（各種クラフト体験）

函館でクラフト活動をしている作家が

設定会場にて、事前申込み済みのク

ラフトを体験できるプログラムです。

実施日によって、実際に体験できるメ

ニューは限定されますが、可能性の

あるプログラム事例は次の通りで

す。・レザークラフト・キャンドル作り・

消しゴムハンコ作り・ハーバーリウ

ム・タイルクラフト・フェイクスイーツ等

函館クラフトバザール

【団体で同時刻に実施す

るプログラムとしておスス

メです】

小さなタイルを使い、お好きなタイル

の色を選び作品を仕上げるクラフト製

作体験です。代表的なもので、＜タイ

ル時計作り＞、カラフルな＜コース

ター作り＞などが有ります。

焼きピロシキ作り体験

日本で一番最初にロシア領事館がお

かれ、ロシアの生活文化・食文化が

函館に入って来ました。その歴史的

な流れの中で、ロシアが日本・函館に

もたらした医療・生活文化を知り、函

館の特徴ある食育として、ロシアのソ

ウルフードである＜焼きピロシキ作り

＞を体験する事が出来ます。

函館で生まれた石菖（せきしょう）流

水引アート。水引の起源は室町時代

と言われ、本来、祝儀の際などに贈

答品や封筒に付けられる飾り紐。講

師の指導により水引作りを体験。

当プランは、通常のピロシキ作り体験

において、ピロシキ成形後焼成時間

を有効活用して、体験場所近くに点在

するロシアとの関連の歴史的なポイ

ントや建造物を“まちあるきガイドさん

が同行案内し、函館とロシアの関係

史も学んで理解して頂くプログラムで
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　　〔エリア：函館市内〕

函館の隣町・七飯大沼。みなみ北海
【食育】 道を見渡す事が出来る七飯ゴンドラ

七飯ゴンドラの大パノラマ 。ピークからの眺望を楽しみながら、 お１人

14 約１２０分 と大沼・軍川での米作りを 七飯町 春〜秋 大沼で唯一米作りしている農家さん ３,０００円 ３０名 要予約 要相談 無し 不定

学ぶ 大沼 の話を聞いたり映像を見たり、お米 ＊ゴンドラ 前後

〔エリア：七飯町(函館の 作りの勉強を。実際に収穫したお米を 代込み

　　　　　　　　　　　隣町）〕 使ったおにぎりを試食して頂きます。

昆布採取に訪れた漁師によって町の
【食育】 歴史が始まった南北海道鹿部町。

駒ヶ岳噴火によって造られた岩礁が

豊かな生態系を育んでいます。その お１人

15 約９０分 しかべの食育「鮭」 鹿部町 秋 中で、秋に川を遡上して来る鮭を見 ２,４００円 ３０名 要予約 要相談 無し 不定

学すると共に、獲れた鮭の解体を 前後

〔エリア：鹿部町（函館 見学し、鮭をフライにしたフィッシュ＆

東部の隣町〕 チップスを試食し、トータルでの食育

学習をして頂けます。

食の世界遺産になっている日本食
【食育】 発酵文化の代表的食材「味噌」に

ついて学びます。実践的に、生徒さん

プロが教える に味噌作りに挑戦して頂きます。 お１人

16 約９０分 　　　　味噌作り体験 市内 通年 プロの指導のもと、自分達で作った ２,５００円 ３０名 要予約 要相談 無し 不定

味噌素材を、専門の味噌蔵で３ヶ月 前後

程度預かって頂き、美味しい味噌に

　　〔エリア：函館市内〕 仕上げる為に蔵で寝かせた味噌を

学校に宅配便にてお届けします。

函館でクラフト活動をしている作家が

設定会場にて、事前申込み済みのク

ラフトを体験できるプログラムです。

実施日によって、実際に体験できるメ

ニューは限定されますが、可能性の

あるプログラム事例は次の通りで

す。・レザークラフト・キャンドル作り・

消しゴムハンコ作り・ハーバーリウ

ム・タイルクラフト・フェイクスイーツ等


