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水筒・帽子など適宜、歩きやすい靴
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空港・港などの備え付けパンフレットをご覧ください。

手荷物は、フィールドワークから戻って

終了後まで各⾃の管理となります。その後、

発 ―ANA  

 ―ジェットフォイル―

現地での調達はできません。

帽子など適宜、歩きやすい靴

円部分参加でも全部参加でも同額

五島市⺠優待価格 1,000

4,500 円、学生

750 円 

⽇午後の交流ワークショップの

ランチマップを配布

持ち帰り⾃由の資料配布：海洋ごみに関する

、残部引き取りのルールでお願いします

島内での⾷事や観光に利⽤できる

などで購入することができます。

・島内の飲⾷店、⼟産物店、レンタカー、宿泊施設などで利⽤することができます。

千円（千円のチケット

・有効期限は購⼊⽇から半年間、⻑崎県内の

空港・港などの備え付けパンフレットをご覧ください。

、フィールドワークから戻って

終了後まで各⾃の管理となります。その後、

ANA  915― 09:30 

―ジェットフォイル―9:05

はできません。

帽子など適宜、歩きやすい靴でお越しください。

円部分参加でも全部参加でも同額

1,000 円、⼤学⽣以下無料
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