
●トトタベローネとは？●

海が輝く浜辺で、アソボーネ！ お腹がへったら、海の幸をタベローネ！ 
ついでにお魚のお勉強…アミヒコーネ、ヤコーネ、マナボーネ！ 
食べて、学んで、遊んで体験する参加型のアトラクション！

地域の「魚食文化」を体験する。魚食の恩恵は、恵まれた海洋なくして成り立ちません。 
  海とともに生きてきた魚のまちだからこそ、伝えられる魅力があります。

「海の日」をきっかけに地域の「魚食文化」を体験するイベントの開催により、 
次世代を担う子供たちの「海」への好奇心を喚起し、

海の大切さや文化、環境を守るアクションを継続的に実行する。
このパラレルイベントをきっかけに、市民発のコミュニティを育成したいと考えています。

海と人と人をつなぐ。
さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、ときに心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。

そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子供たちをはじめ全国の人たちが「自分ごと」としてとらえ、
海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、

日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

●海と日本プロジェクトとは？●

お問い合わせ
トトタベローネ氷見実行委員会 事務局（北日本新聞高岡支社） 
TEL.0766-22-2224
ナルホドーネのお問い合わせ
富山テレビ放送高岡支社  TEL0766-24-3434

主催：トトタベローネ氷見実行委員会
共催：日本財団 海と日本プロジェクト

このイベントは、日本財団 海と日本プロジェクトの
一環として行われています。

会場マップ

海が輝く浜辺でアソボーネ！

　　お腹がへったら、海の幸をタベローネ！

　ついでにお魚のお勉強。マナボーネ、ツクローネ、キソオーネ！

　　　食べて、学んで、遊んで体験する参加型のアトラクション！

　

氷見
～氷見の海と魚が一番やちゃ～

参加者大募集 トトタベローネ　検索　←←詳しくは、Webにて

食べて、学んで、遊んで、体験する参加型のアトラクション！氷見市漁業文化交流センター他で開催！
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グランプリ：JTBトラベルギフト 5万円分を進呈！  賞他多数みんなで「トローネ」！

コンテスト
地域ならではの海や魚、食文化を
テーマにした写真を投稿して豪華
プレゼントをGETしよう！
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インスタ魚ラム
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朝日山公園休憩施設



9：00～15：30（30分毎に随時運行）

氷見沖をクルージング！
クルージング船に乗って普段見れない氷見の海を楽しもう！
場所：氷見市漁業文化交流センター横発
乗船時間：約25分　　定員：50名（1名から運航）
参加料：大人（中学生以上）1,000円　小学生（幼児無料）500円

※乗車券は、ひみ番屋街総合案内所、JR氷見駅観光案内所で販売しています。
※悪天候の場合は欠航、コース変更の場合有。

【お問い合わせ】（一社）富山湾マリン〔（一社）氷見市観光協会内〕TEL.0766-74-5250

場所：氷見市漁業文化交流センター
対象：子どもは3歳～中学3年生まで
参加料：ペアで5,000円（税込）
※氷見市漁業文化交流センターから民宿與市郎
　まではマイクロバスで移動します。

12:00～13:3011:00～11:3010:00～10:45

氷見の海を探検ツアー

海の歴史探訪ツアー

12:15～13:3011:00～11:2010:00～10:45

朝日山公園の展望台から、
思い思いに海を描こう！

大伴家持になりきって、海へ
の思いを歌に詠もう！

「灘や」で氷見の新鮮なフクラギ
海鮮丼と、かぶす汁を食べよう！

海を描こう！ 海の短歌を詠もう！
氷見の海と歴史の意外
な関係を学ぼう！

歴史を学ぼう！ 氷見の魚を味わう！

11:30～11:50

場所：朝日山公園休憩施設
対象：子どもは小学1年～中学3年生まで
参加料：ペアで3,000円（税込）

※ポストカードは後日、HPなどで公開

エガコーネ

9：15～10：30

寿司職人から握り方のコツや魚について学び、
自分でお寿司を握って食べよう！
場所：氷見市漁業文化交流センター
対象：子どもは3歳～小学6年生まで
参加料：ペアで1,000円（税込）
　

日本三大手延べうどんの一つ、氷見のうどんを一から
学び、作って、食べよう！今回はトトタベローネ氷見
特別うどん！えび天ぷらの下ごしらえをやってみよう！
場所：お食事ができる製麺所なごみ
対象：子どもは3歳～小学6年生まで
参加料：ペアで1,000円（税込）

9:00～17:00（最終入場16:30）

海浜植物に関する
クイズに答えよう！
3 択クイズ（全5問）に答えて、
海浜植物について学ぼう！
場所：氷見市海浜植物園

当日参加
OK

随時受付

10:30～11:30（受付10:00～）

出動！松田江浜パトロール隊
～浜の生き物観察とクリーン活動～
松田江浜の海浜植物や砂浜の生き物に関する

解説。砂浜のゴミ拾い、漂着物の紹介を海浜

植物園のスタッフが行います。
場所：氷見市海浜植物園
定員：20名（当日先着順）
参加料：100円（お茶代込）
講師：氷見市海浜植物園　関谷秀勝さん

※少雨決行、荒天の場合は中止。

【お問い合わせ】氷見市海浜植物園 TEL.0766-91-0100

当日参加
OK

随時受付

10:30～15:00

魚の気持ちになって体力測定！
魚や海のことを学びながら体力測定に参加し、
競い合います。周りには魚や海などの豆知識情
報を書いたパネルを設置。総合チャンピオンに

は後日、賞品を贈呈。目指せ！チャンピオン!!
場所：比美乃江公園
対象：小学生の部、中学生の部

※雨天決行。

種目

①干物の気持ち（ぶら下がりの測定・干物について学ぶ）

②カニの気持ち（反復横跳びの測定・カニについて学ぶ）

③エビの気持ちパ～ト１（長座体前屈の測定・エビについて学ぶ）

④エビの気持ちパ～ト2（背筋の測定・エビについて学ぶ）

⑤トビウオの気持ち（垂直跳びの測定・トビウオについて学ぶ）

　

当日参加
OK

随時受付

300名（先着）

参加無料

10:00～16:00

オリジナルのトートバッグを作ろう！
無地のトートバッグにスタンプを押し、トトタベ
ローネ氷見オリジナルのトートバッグを作ろう。
スタンプ台には魚に関するクイズを設置！氷見の
魚ついて学ぼう！

スタンプ設置場所：
氷見市海浜植物園、ひみ番屋街、氷見市漁業文化交流センター

トートバッグ配布条件
① ひみ番屋街で2000円以上お買い物をした方にプレゼント
　 （レシート確認）
② 「マナボーネ」や「ツクローネ」などに参加した方にプレゼント

ヨモーネ

ニギローネ

氷見のまるごと巨大パエリアを食べよう！
場所：氷見市漁業文化交流センター前（旧 ひみ漁業交流館 魚々座）

12:00ごろ完成・配布

氷見のアオリイカなどの食材をたくさん盛り込んだ

「氷見まるごとパエリア」を作り、振る舞います！！

なるほど！ザ・氷見 
～クイズでナルホド～ネ
　ブリンスの称号は誰の手に！？～～
場所：比美乃江公園（受付 9:00～）

10:00～16:00

怪魚を求めて世界を巡る小塚拓矢氏をゲストに、富山

の海や魚について楽しく学びます。様々な問題に答

えて、豪華景品をGET！ブリンスの称号は誰の手

に！？ 小塚拓矢氏監修、特別問題も！

＊小学生以下は保護者同伴

参加申込方法  
①参加される２人のお名前②年齢③性別④代表者の住所⑤電話番号⑥参加希望の体験と希望日
を記入の上、はがき・FAXにて下記までご応募下さい。
ハガキ：〒933-0911 高岡市あわら町13-50 トトタベローネ氷見 募集係　FAX：0766-25-7773
※申込受付は先着順とし、定員になり次第終了させていただきます。

林 藍菜
元 BBT アナウンサー

ナルホドーネ

！

※雨天決行 ※荒天の場合、決勝プログラムが変更の可能性もあります。
※当日はテレビカメラが活動の様子を撮影しています。撮影した映像は後日特別番組にて放送いたします。予めご了承ください。

開会式（比美乃江公園）

予選（比美乃江公園・ひみ番屋街）

1 次予選

2次予選　　　　　　　

3次予選

4次予選

決勝（氷見沖クルージング船）

閉会式（比美乃江公園）

ツバ イソクラス（マナボーネ ）
○×クイズ
富山湾の海・魚にまつわるクイズに解答しよう！

フクラギクラス（マワローネ ）
ひみ番屋街に設置されているキーワードを
3つ集めて問題に解答しよう！

ハマチクラス（クグローネ ）
網をくぐって問題に解答しよう！

ガンドクラス（タベローネ）
クイズA or B｠氷見ブリを当てよう！

ブリクラス（キソオ～ネ）
早押しクイズ対決！

10:00

10:30

13:30

15:00
応募はＢＢＴ ＷＥＢにて｠ http://www.bbt.co.jp/

各日先着順で応募受付中！

先着順で応募受付中！

先着順で応募受付中！
先着順で応募受付中！ 先着順で応募受付中！

10:00～11:15

ツクローネ

自由に絵付けをして、オリジナ
ルの細工かまぼこを作ろう！

クルージング船に乗って氷見
の海に繰り出そう！

「民宿 與市郎」でトト御膳
を味わおう！

かまぼこの絵付け体験 氷見沖クルージング 氷見の魚を味わう！

ツクローネ ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

氷見のうどん手延べ作り体験 寿司職人と一緒にお寿司を握ろう！

参加無料

当日参加
OK

随時受付

高岡市出身・世界を駆ける怪魚ハンター

小塚 拓矢さんがやってくる！

景品・参加賞
あります！

先着

500組
1000名
（2人1組）

要
参加
申込

各日

20組40名
大人1人
子ども 1人

要
参加
申込

10組20名
大人1人
子ども 1人

8組16名
大人1人
子ども 1人

要
参加
申込

5組10名
大人1人
子ども 1人

要
参加
申込

トートバッグ
配布

トートバッグ
配布

トートバッグ
配布

トートバッグ
配布

トートバッグ
配布

先着800名

無料

トートバッグ
配布

10／15 （日）

10／21（土）

10／15 （日）

10／15 （日）

10／15 （日）・29 （日）

10／15 （日）・21（土）・22（日）・
　  28 （土）・29 （日）

10／15 （日）～29 （日）

10／15 （日）

10／29 （日）

10／29 （日）

10／29 （日）
2ｍの巨大なべ　


