
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本各地の農山漁村や島などで、農林漁業や伝統文化・地域行事・地域の食文化など、様々な暮らしを体験。 

移住・定住に興味や関心を持ってもらうきっかけ作りになる企画です。 

 

  

 

 

美しい日本の農村と安全で質の高い日本の農業を守るために 

過疎化・高齢化により担い手が不足している日本の農山漁村を応援！作物や土にふれ、農家との交流を通
じて食と農をもっと知りませんか？農業の役に立ちたい、本物の農を理解したい、緑と土にふれて健康的な
生活をしたい方におすすめです。（現在、援農隊の交流会は、感染防止のため開催しておりません。） 

２０２２年冬号 
１１月上旬～３月上旬 

3 

1 

本誌の企画のお申込みは   

〉〉ＴＥＬ．０３-５２９７-０３２２ 

<先着順にて受付開始> 
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２０２２年冬号 
１１月上旬～３月上旬 

大井町温州みかん総採り収穫隊 
神奈川県 

大井町 

《集合場所への交通(参考)》【小田急線
(急行)利用】<土日>新宿 7:30＝8:45 新
松田 <平日>新宿 7:19＝8:47 新松田 

 

神奈川県南西部、首都圏から 70km 圏に位置しながら、里山の景

色が残る大井町。丘陵地のみかん畑が黄色く色づき収穫を迎えま

す。しかし、手作業の収穫はなかなか捗らないのが現状。美味し

いみかんと美しい里山を守るため、収穫のお手伝いに行きません

か。多くのお手伝いをお待ちしています！ 

 ●旅行出発日 2022年 

【１班】１２月１７日(土) 

【２班】１２月２０日(火) 
●旅行代金 ６，３００円 

●最少催行人員 各班 17名 
※１８歳以上限定(但し保護者同伴の場
合のみ中高生も可) 

●申込締切日 2022年 11月 17日(木) 
●食事 昼１回 
●添乗員 全行程同行いたします。 
●利用予定バス会社 富士急湘南バス又
は松田合同自動車(タクシー) 

●企画協力 神奈川県大井町 
※雨天時は収穫が出来ないため中止とな
ります。中止の場合、各出発日前日の夕
方 17時までにご連絡いたします。

[ 9:00](公共交通利用の方)新松田駅 
集合、四季の里へ移動 

[ 9:15](マイカーの方)四季の里 集合 
オリエンテーション、着替え 
後、各農家へ移動。 
みかん収穫作業、他農作業 
(昼食は現場でお弁当) 
作業終了、四季の里へ移動 

[16:15](マイカーの方)四季の里 解散 
[16:30](公共交通利用の方)新松田駅に
て解散 

 

 

集合場所 新松田駅 / 四季の里 

2 

収穫作業(イメージ) 

初めての方にもおすすめ 日帰り援農隊‼ 

お申込みの方へ 『新しい旅のカタチ』を必ずご確認ください。 
左のマークがついている企画は、「ワクチン検査パッケージ」を導入しています。 

詳細は、本会ＨＰをご覧いただくか、本会職員までお問合わせください。 

なお、「新しい旅のカタチ」は振込のご案内に同封させていただきます。 

2022 9 22 

千葉県 

鴨川市 

鴨川市と言えば、美しい海岸をイメージしますが、黄色く色づくみ
かん畑など里山の景色も楽しめます。太陽の光をたっぷり浴びて育
つ自慢のみかんですが、収穫が遅れると、サルや鳥が食べてしまう
ため、農家さんを悩ませています。皆さんのお手伝いがあると助か
ります！ 

《集合場所への交通(参考)》【JR利用】東京

6:25＝(京葉線)＝7:14 蘇我 7:18＝(外房

線)=7:59 上総一ノ宮 8:03＝9:16 安房鴨川 

【マイカー利用】君津 IC より約 40 分 

 

初めての方にもおすすめ 日帰り援農隊‼ 

 ●旅行出発日 2022年 

１２月１０日(土) 

●旅行代金
【公共交通利用】 ５，２００円 
【マイカー利用】 ３，５００円 

●最少催行人員 10名(募集人員 15名) 
※マイカーは 3 名まで。

※抽選企画となります。当選された方の
みにご案内をお送りいたします。 

●申込締切日 2022年 11月 10日(木) 
●食事 昼１回 
●添乗員 全行程同行いたします。 
●利用予定タクシー会社 鴨川タクシー 
●企画協力 鴨川市農林業体験交流協会 

※マイカーの方は、各自マイカーにて

ご移動いただきます。 

集合場所 安房鴨川駅 / みんなみの里 

～受入地からの 
   メッセージ～ 

農家の高齢化も進み、害獣
の被害も増している鴨川
への援農に期待していま
す。今年もよろしくお願い
します。 

[ 9:30](公共交通利用の方)安房鴨川駅 
集合、みんなみの里へ移動 

[ 9:50](マイカーの方)みんなみの里集合 
オリエンテーション、着替え後、 
各農家へ移動。 
みかん収穫作業、他農作業 
(昼食は現場でお弁当) 
作業終了、みんなみの里へ移動 

[16:00](マイカーの方)解散 
[16:20](公共交通利用の方)安房鴨川駅に
て解散 

 

 

収穫作業(イメージ) 

鴨川市温州みかん総採り収穫隊 

収穫したみかん(イメージ) 

冬になると乾燥した冷たい風「からっ風」が吹き降ろす群馬県・邑
楽郡。冬の寒さで、甘く、葉がぎっしりと詰まった「邑美人」が育ち
ます。しかし、手作業の収穫は重労働。美味しい白菜のためにと励
む農家さんのお手伝いをお願いします！ 

初めての方にもおすすめ 日帰り援農隊‼ 

[ 9:00](公共交通利用の方)館林駅  
集合、移動 

[ 9:10](マイカーの方)JA邑楽館林 
ミートセンター 集合 
オリエンテーション、着替え 
後、各農家へ移動。 
収穫作業、他農作業 
(昼食は現場でお弁当) 
作業終了、ミートセンターへ移動 

[16:30](マイカーの方)解散 
[17:00](公共交通利用の方)館林駅にて
解散 

 

 

集合 
場所 

東武伊勢崎線 館林駅 /  
JA邑楽館林ミートセンター 

《集合場所への交通(参考)》 
【JR利用】浅草 7:40＝(特急りょうもう)
＝8:46 館林【マイカー利用】東北自動車
道・館林 IC より約 30 分 

群馬県 

邑楽郡 ブランド白菜 邑美人援農隊 
むらびじん 

収穫作業(イメージ) 援農隊と農家の皆さん(イメージ) 

 ●旅行出発日 2023年 

１月２８日(土) 
●旅行代金(大人お一人様)３，３００円 

※マイカー利用同額 
●最少催行人員 10名 
※１８歳以上限定(高校生は不可) 

●申込締切日 2022年 12月 26日(月) 
●食事 昼１回 
●添乗員 全行程同行いたします。 
●企画協力 JA邑楽館林 
※雨天・降雪時は延期となります。 
延期の場合、前日の夕方 17時までにご連
絡いたします。予備日は 2 月 4 日(土)と
なります。 
 

宮城県 

丸森町 

宮城県最南端の町、丸森町。耕野地区では、冬の特産品「ころ柿
（干し柿）」の生産が盛んで、「蜂屋柿」は 100 年以上にわたり栽
培されてきました。11 月頃、収穫を迎える柿は、皮むき・燻蒸・
干し作業など様々な工程を経て、出荷されます。 
大切に育ててきた蜂屋柿ですが、今年は、実が丸くならず変形し
てしまう大きな被害が出ており、干し柿にはできない実が多い状
況です。しかし、樹への負担を減らすため収穫は行う必要があり、
収穫や選別、奇形柿の手作業での皮むき作業、そして丸森町の干
し柿を守るため、お手伝いをお願いします！ 

 ●旅行出発日 2022年 １１月中旬 

●企画協力 弘法柿組合 

ころ柿 柿ばせ(イメージ) 

通常の柿(左)と奇形柿(右)の比較 

花の様に開いている、鼻の様な形をしていることから、 

地元では「花柿」とよびます。 

花柿援農隊 
はながき 

各写真提供：弘法柿組合 

 

長野県 

小谷村 
信州 白馬山麓の田舎暮らし  
原木栽培！きのこ駒打ち＆野沢菜収穫・漬物体験 

雪中キャベツ収穫隊 

小谷村の冬の特産品、3m もの雪の下で育つ「雪中キャベツ」。寒さでとにかく甘くなり、
芯まで美味しく食べられます。8 月に植付け隊を実施し、順調に生育中！12 月末～2 月末
に行う収穫は、雪の中から掘り出すため重労働。多くのお手伝いをお待ちしています！ 

※本企画は、現在、募集しておりません。正式な募集は、2022 年 12 月
上旬頃、ホームページにてご案内予定です。詳しくは、ホームページを
ご覧いただくか、資料をご請求いただき、お申込みください。 

予告版 

《集合場所への交通(参考)》【特急利用】新宿
8:00＝(特急あずさ)＝11:59 南小谷 
【新幹線利用】東京7:52＝(はくたか)＝10:10
糸魚川 10:31＝(大糸線)＝11:35 南小谷 
【高速バス利用】アルピコ交通(バス停)白馬
乗鞍より徒歩 1 分 

 ●旅行出発日 2022年１１月３日(木・祝) 

●旅行代金 ※小人同額 

【2名 1室利用】お一人様 ２４，３００円 
【1名 1室利用】お一人様 ２７，３００円 
●最少催行人員 8名 

●申込締切日 2022年 10月 11日(火) 

●食事 朝 1回、昼１回、夕 1回 

●宿泊 白馬アルプスホテル

●添乗員 全行程同行いたします。 

●企画協力 

㈱白馬アルプスホテル旅行事業部「小谷旅企画」 

1 

[ 9:30](JR 利用の方)南小谷駅、集合
ホテルへ移動 

[12:30](長野駅から高速バス利用の方) 

白馬アルプスホテル 集合 
畑に移動、 
きのこ駒打ち お手伝い体験 

[16:40]ホテル着、夕食 
白馬アルプスホテル【泊】 

 
－ 
－ 
○夕  

2 

[ 8:00]宿にて朝食後、移動 
野沢菜収穫・洗い・漬け込 
み作業のお手伝い体験 
きのこご飯などの昼食 

[14:00](高速バス利用の方)ホテル 解散 
[14:30](JR 利用の方)南小谷駅 解散 

 
○朝  
○昼  
－ 

 

集合 
場所 

JR大糸線 南小谷駅 ／ 
白馬アルプスホテル 
 

長野県の最北西端、小谷村（おたりむら）。山深い地形のため、小谷村ならではの風景を楽しむことが

できます。特産のきのこ栽培が盛んで、原木で栽培するきのこは天然に近いものに成長します。高齢

化・過疎化が進み、担い手が少なくなってきている今、村の文化を継承したい思いで、きのこ栽培に

チャレンジします！ 信州を代表する漬物「野沢菜」。親しみ

を込めて「お菜（おな）」と呼び、各家庭の味があります。

白馬アルプスホテルでも、各地からお越しになるお客様

へ提供するため、自社畑で栽培し、漬け込みしています。 

冬が始まる前のひと仕事。自然と共に過ごす村の方々の

暮らしを体験しましょう！ 

駒打ちの様子(イメージ) 野沢菜収穫(イメージ) ひらたけ(イメージ) 

野沢菜漬け(イメージ) 

各写真提供：小谷旅企画 

奇形柿（花柿）(イメージ) 

できた野沢菜漬け（お一人 2㎏）を後日お送りいたします！ 

(送料は旅行代金に含みます。） 

予告版 

※本企画は「予告版」としてご案内させていただいており、現在、

募集しておりません。 
※正式な募集は 2022 年 10 月上旬頃、本会ホームページにてご案内予定です。 
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、資料をご請求いただいた上で、お申し
込みください。 

収穫作業(イメージ) 

邑美人(イメージ) 

各写真提供：JA 邑楽館林 

■集合時間・場所の詳細は、最終案内でお知らせします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

日本の伝統的な食文化や農産物の高い品質を実際に見て、味わい、日本の農業や農村に思いを馳せてい

ただくことを目的にした交流企画です。 

“戸倉しろやまテラス”は閉校した里山の小学校。どこか 

懐かしい雰囲気に包まれる施設です。地域のシンボル“城山”の山裾の

畑で収穫体験（里芋１株、大根１本）をします。昼食は清流“秋川”の「マ

スの塩焼き」と地元野菜を使用した「けんちん汁」。地元お母さんの手

ほどきで”うどん作り”＆”正月飾り作り”にも挑戦。(手作りうどん＆正

月飾りはお持ち帰りいただきます。)東京の 

奥座敷 里山の魅力をご堪能ください。 

集合場所 JR武蔵五日市駅 

 あきる野 里山の学校で過ごす初冬の一日 

～収穫体験(里芋＆大根)と“うどん作り＆正月飾り作り”～ 

東京都 

あきる野市 

 

4 

群馬の冬野菜を収穫しに行こう！ 

下仁田ねぎ・国府白菜・国分にんじん 

江戸東京野菜、収穫体験(全てイメージ) 

本誌の企画のお申込みは 

〉〉ＴＥＬ．０３-５２９７-０３２２ 

<先着順にて受付開始> 

5 

群馬県 
下仁田町 9 

【ふるさと倶楽部会員証】ふるさと体験交流企画の添乗員付き企画にご参加いただくと、「ふるさと倶楽部」の参加証を発行いたします。ご参加毎に日帰りコースは1個、 

宿泊コースは２個押印します。スタンプ５つで季節のお野菜と交換できます。 

 

10 

11 12 

13 

神奈川県 
小田原市 

栃木県 
大田原市 

湘南ゴールド＆はるか収穫 
大井町で健康ランチと大根掘り 

早春の恵み！軟化ウドと
春トマト収穫 in大田原 

 地元に伝わる本物の田舎料理！ 
滑川町で発酵食品と仲良くなろう！ 

埼玉県 
滑川町 7 8 

２０２２年冬号 
１１月上旬～３月上旬 

２０２２年冬号 
１１月上旬～３月上旬 

[8:30]新宿駅 出発 
JA 埼玉中央滑川農産物直売所
(お買物) 
季節の野菜収穫 
農家ﾚｽﾄﾗﾝ(農家の秋のおもて
なし膳の昼食、味噌・塩麹・醤
油麹の仕込み、発酵食品使用
の美味しいおやつ&お茶ﾀｲﾑ) 
[17:30]新宿駅 解散  

 

集合場所 新宿駅 

●旅行出発 2022年１１月２０日(日) 

●旅行代金 お一人様１１，５００円 
※小人同額 

●最少催行人員 18名 ●食事 昼１回  
●添乗員 全行程同行いたします。 
●利用予定バス会社 東京ﾔｻｶ観光バス 
又は日の丸自動車興業又はﾒﾓﾘｰ観光バス 
●企画協力 滑川町農泊推進協議会 

親から教わった食の知恵を次の世代へ。滑川町産の米麹と大豆で美味し

い味噌を 1.5 ㎏仕込みます。（仕上がりは 1 年後） 

食物本来の旨みを引き出す塩・醤油麹の仕込みも！ 

（各 1 瓶 150g 持ち帰り）お昼にぬかくどで炊いた 

新米、手作り発酵食品、地元野菜を使ったおもてなし 

ご膳をどうぞ。農家ﾚｽﾄﾗﾝの岩崎さん特製の発酵食品 

の試食に季節の野菜収穫もお楽しみに♪ 

[ 8:00]新宿駅 発 
道の駅しもにた(下仁田ね
ぎ収穫・お買物) 
昼食
(下仁田ねぎ入りすき焼き) 
国府野菜本舗(国分にんじ
ん＆国府白菜収穫) 
[17:30]新宿駅 解散 

 

集合場所 新宿駅 

とろけるような舌触りと甘味が特長の下仁田

ねぎを、10 本収穫します。お昼に、ねぎ入りの 

“すき焼き”を召し上がれ！嬉しい下仁田ジオ

プリン付き♪ 

 

●旅行出発日 2022年１２月８日(木)  

●旅行代金 お一人様 １３，４００円 
       ※小人同額 
●最少催行人員 18名 ●食事 昼１回  
●添乗員 全行程同行いたします。 
●利用予定バス会社 日の丸自動車興業又
は東京ﾔｻｶ観光バス又はﾒﾓﾘｰ観光バス 
●企画協力 下仁田町 

国府白菜 

(イメージ) 

国分にんじん 

（イメージ） 

下仁田ねぎ（イメージ） 

甘くてジューシー！さわやかな香りが特

徴の湘南ゴールド。優しい甘さが美味し

い柑橘・はるか。海を臨む圃場からの 

景色が素晴らしい浦井農園さんで、 

農家のお父さん自慢の湘南ゴールド 

 (６個)とはるか(2 個)を収穫します。 

楽しく未病改善が体験できる未病ﾊﾞﾚｰ

「ﾋﾞｵﾄﾋﾟｱ」で県のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ豚”やまゆりポ

ーク”や地場の旬野菜のせいろ蒸し御膳

をいただきます。午後は大井町で、冬の

食卓のお供・青首大根を２本掘ります！ 

●旅行出発日 2023年２月１７日(金) 

●旅行代金 お一人様 １１，２００円 
※小人同額 

●最少催行人員 18名 ●食事 昼１回  
●添乗員 全行程同行いたします。 
●利用予定バス会社 東京ﾔｻｶ観光バス 
又は日の丸自動車興業又はﾒﾓﾘｰ観光バス 
●企画協力 神奈川大井の里体験観光協会 

[ 8:30]新宿駅 発 
JA かながわ西湘農産物直売所
「朝ドレファ～ミ♪」(お買物) 
浦井農園 
(湘南ゴールド＆はるか収穫)  
未病ﾊﾞﾚｰ「ﾋﾞｵﾄﾋﾟｱ」(昼食) 
大井町四季の里(大根掘り) 
[16:30]新宿駅 解散 

 

集合場所 新宿駅 

半地下の室で栽培された古谷さんの軟化

ウドは、色白でエグミが少なく美味しいと

評判。多くのメディアで紹介されていま

す。そのウドをお一人様１本収穫します。

お昼ご飯は、創業 100 年の老舗日本料理店

「志ぶ家」で和食ランチをいただきます。

冬を越してじっくり育つから、甘みも 

栄養も抜群の春トマトを４個収穫します。 

今回初登場の道の駅「やいた」で農産物の

お買物も♪春の訪れを感じる 1 日です♪ 

[ 8:15]錦糸町駅 発 
道の駅「やいた」(お買物) 
軟化ウド収穫＆室見学 
志ぶ家(昼食) 
春トマト収穫 
[17:30]錦糸町駅 解散 

 

集合場所 錦糸町駅 

●旅行出発日 2023年３月１２日(日)  

●旅行代金 お一人様 １３，４００円 
       ※小人同額 
●最少催行人員 18名 ●食事 昼１回  
●添乗員 全行程同行いたします。 
●利用予定バス会社 日の丸自動車興業又
は東京ﾔｻｶ観光バス又はﾒﾓﾘｰ観光バス 
●企画協力 (株)大田原ツーリズム 

江戸東京野菜を学ぶ 
～伝統野菜・都市農業にふれよう～ 

 

東京都 

練馬区 

※生育状況により収穫・お持ち帰りのお野菜は変更になる可能性があります。 
※生産者さんが大切に育てたお野菜です。収穫したお野菜は全てお持ち帰りいただき
美味しくお召し上がりください！ 

[13:30]平和台駅 集合 
徒歩にて畑へ移動 
江戸東京野菜 ミニ講座 
江戸東京野菜の収穫体験 
すずしろ汁の試食 

[16:00]畑にて解散 

 

 ●旅行出発日 2022年１２月１１日(日) 
●旅行代金 Aプラン/お一人様 ５，３００円※１名参加

B プラン/お一人様 ３，０００円※２名 1組参加

Cプラン/お一人様 ２，０００円※ご家族 3名参加

※各プラン小人同額 ※1グループ４名の場合、Bプランを人数分お申込みください。 

●最少催行人員 20名 

●食事 なし ●添乗員 同行しません。現地係員が対応いたします。 

●企画協力 江戸東京野菜コンシェルジュ協会 

栃木県 

大田原市 
ほうれん草収穫ときのこ狩り・
地産地消のカフェランチ 

鉄分が豊富で栄養価が高いほうれん草の収穫は

嬉しい指定袋に詰め放題！お昼は、前回大好評だ

った廃校を改装したレストランで、カフェランチ

をどうぞ(地場野菜のサラダ・デザ－ト・ドリン

ク付き)これぞ晩秋の味覚。煮ても、焼いても、お

鍋に入れても美味しい菌床きのこを６個収穫 

します。そすいの郷直売センターでお買物も♪ 

[ 7:30]錦糸町駅 発 
そすいの郷直売センター 
(お買物) 
ほうれん草収穫 
ヒカリノカフェ(昼食) 
きのこ狩り 
[18:00]錦糸町駅 解散 

 

集合場所 錦糸町駅 ●旅行出発日 2022 年１２月１０日(土)  

●旅行代金 お一人様 １３，４００円 
       ※小人同額 
●最少催行人員 18名 ●食事 昼１回  
●添乗員 全行程同行いたします。 
●利用予定バス会社 東京ﾔｻｶ観光バス 
又は日の丸自動車興業又はﾒﾓﾘｰ観光バス 
●企画協力 (株)大田原ツーリズム 

神奈川県 

小田原市 
みかん狩りと冬の美味しい野菜収穫・

選べる！小田原の海の幸を味わう 

大井町でみかん狩り！みかんは、約 800g お

持ち帰りいただきます。お昼は、小田原の海

の幸をどうぞ。メニューは、A 海鮮丼、B 地

魚のフライ定食から選べます！(お申込時に

ご選択ください)食後は小田原おさかなセン

ターでお買物も楽しめます。あきさわ園で

冬野菜を収穫(白菜と大根を予定)。 

●旅行出発日2022年１２月１８日(日) 

●旅行代金 お一人様 １１，２００円 
※小人同額 

●最少催行人員 18名 ●食事 昼１回  
●添乗員 全行程同行いたします。 
●利用予定バス会社 東京ﾔｻｶ観光バス 
又は日の丸自動車興業又はﾒﾓﾘｰ観光バス 
●企画協力 神奈川大井の里体験観光協会 
※お申込時に昼食のメニューを、A海鮮丼、
B地魚のフライ定食からご選択ください※ 

[ 8:30]新宿駅 発 
大井町四季の里  
(お買物・みかん狩り) 
港の台所 なみ(昼食) 
小田原おさかなセンター 
(お買物) 
あきさわ園(冬野菜の収穫) 
[16:30]新宿駅 解散 

 
千葉県 

南房総市 

湘南ゴールド(イメージ) はるか 

(イメージ) 

昼食(ｲﾒｰｼﾞ)提供：未病ﾊﾞﾚｰ「ﾋﾞｵﾄﾋﾟｱ」 

大根(イメージ) 

提供：神奈川大井の里

体験観光協会 

お申込みの方へ 『新しい旅のカタチ』を必ずご確認ください。 
左のマークがついている企画は、「ワクチン検査パッケージ」を導入しています。 

詳細は、本会ＨＰをご覧いただくか、本会職員までお問合わせください。 

なお、「新しい旅のカタチ」は振込のご案内に同封させていただきます。 

房総半島最南端に位置する南房総市は豊かな自然に恵まれています。食

用の菜の花の生産量関東一のこの地で３０分間指定袋に詰め放題！ビタ

ミン C の王様と言われるいちごを、心行くまでお楽しみください。昼食

は地元の民宿でいただく荒磯料理。温暖な 

気候の南房総で早春を過ごしませんか？ 

 

南房総でいちご狩りと 
菜花収穫をしよう！ 

●旅行出発日 2023年２月４日(土) 

●旅行代金 お一人様 １１，５００円 
※小人同額 

●最少催行人員 18名 ●食事 昼１回  
●添乗員 全行程同行いたします。 
●利用予定バス会社 東京ﾔｻｶ観光バス 
又は日の丸自動車興業又はﾒﾓﾘｰ観光バス 
●企画協力 枇杷倶楽部 

[ 8:00]錦糸町駅 発 
はちみつ工房（見学・お買物）  
道の駅三芳村 
(食用菜の花摘み） 
福喜庵（昼食） 
館山いちご狩りセンター 
(30分間食べ放題） 
道の駅保田小学校（お買物） 
[17:00]錦糸町駅 解散 

 

集合場所 錦糸町駅 昼食(イメージ)提供：枇杷倶楽部 

とろけるような舌触り

と甘味が特長の高崎市で 1m 近く成長

する国府地域の伝統野菜 “国分にんじ

ん” と、肉厚で柔らかく食味が甘いの

が特徴の“国府白菜”の収穫も♪ 

軟化ウド (イメージ) 

提供：大田原ﾂｰﾘｽﾞﾑ 

春トマト (イメージ) 

提供：大田原ﾂｰﾘｽﾞﾑ 

昼食(イメージ) 

提供：大田原ﾂｰﾘｽﾞﾑ 

みかん狩り（イメージ） 

提供：神奈川大井の里体験観光協会 

野菜収穫 

(イメージ) 

味噌づくり (イメージ) 
提供：滑川町農泊推進協議会 

昼食 (イメージ) 

左：ほうれん草、右：椎茸(写真はどちらもイメージ) 
提供：大田原ﾂｰﾘｽﾞﾑ 

いちご(イメージ)提供：枇杷倶楽部 

菜の花摘み(イメージ)提供：枇杷倶楽部 

左:収穫の様子,右:昼食(イメージ)提供：秋川渓谷戸倉体験研修センター 

[ 9:15]JR武蔵五日市駅 集合 
路線バスにて戸倉バス停へ 
(徒歩７分)戸倉しろやまテラ
ス到着、収穫体験(里芋 1 株 
大根 1本)、 
レストラン「食飲室」にて地
産の「マスの塩焼き」地元野
菜を使用した「けんちん汁」
の昼食、地元のお母さんの手
ほどきで‟うどん作り＆正月
飾り作り”に挑戦、 
お茶タイム（ご歓談） 
戸倉しろやまテラス 出発 
路線バスにて武蔵五日市駅へ 

[16:00] JR武蔵五日市駅 解散 

 

《集合場所への交通(参考)》東京 7：40＝ 
ＪＲ中央線快速・高尾行＝8:31 立川 8:34＝ＪＲ青梅線・武蔵五日市行＝9：08 武蔵五日市 

 ●旅行出発日 2022年１２月４日(日) 

●旅行代金 大人お一人様 ５，８００円   
小人お一人様 ５，３００円 

※大人：中学生以上／小人：４才以上小学生以下 

(中学生以下の方につきましては保護者同伴。) 

●最少催行人員 15名 
●食事 昼１回  
●添乗員 全行程同行いたします。 
●企画協力  
秋川渓谷戸倉体験研修センター 

左:うどん,右:正月飾り(イメージ) 

江戸時代～昭和 40 年頃に、東京都内で
栽培されていた「江戸東京野菜」。自家採
種でタネを採ることができ、長い年月を
かけて、土地の風土に合った野菜です。
野菜にまつわるストーリーを聞きなが
ら収穫体験。香りや味の濃さ、特徴的な
形を持つ数々のお野菜を堪能し、江戸の
歴史に思いをはせませんか。 
気分は江戸の八百屋さん。収穫後の仕分
けのお手伝いもお願いします！ 
練馬ダイコン・シントリ菜・三河島菜・馬

込三寸ニンジン他、数々の冬野菜をご準備

しています。 

 

集合場所 
平和台駅 
(有楽町線/副都心線) 

 味噌&恵方巻づくり体験 ～自然から学ぶ手作りの暮らし～ 
埼玉県 

さいたま市 

無農薬・無化学肥料栽培で育てるファーム・イン

さぎ山のお野菜。愛情込めて育てる野菜は味が

濃く、野菜そのものの美味しさを実感すること

ができます。昔ながらの農家暮らしを大切にす

るお母さんの冬は、味噌づくり。大豆を潰す工程

でぽかぽか温まります。潰し加減もお好みで。

（お味噌約 1 ㎏お持ち帰り。追加も可能です！）

お母さんが太鼓判を押す元・寿司職人から、本格

恵方巻作りも教わります。手作りの恵方巻とお

味噌で生活に福を呼びこみませんか。 

《集合場所への交通(参考)》 
[東川口駅・東浦和駅・大宮駅] 
各駅より路線バス乗車。[バス停]
代山下車。（集合場所詳細は最終
のご案内でお知らせします。） 

[ 9:45]バス停 代山 集合 
農家のお母さんと 
味噌づくり体験 
恵方巻づくり・昼食 
ミニ農家体験 

[14:30]現地解散 

 

集合場所 
ファーム・インさぎ山 
（さいたま市）  ●旅行出発日 2023年１月２８日(土) 

●旅行代金 大人お一人様 ６，８００円
小人お一人様 ６，３００円 

※大人：中学生以上／小人：４才以上小学生以下 

(中学生以下の方につきましては保護者同伴。) 

※お味噌の追加ご希望の場合、1kg 追加ごとに

2,500円。（要事前申込み） 

●最少催行人員 10名 
●食事 昼１回 
●添乗員 同行しません。現地係員が対応
いたします。 
●企画協力 ファーム・インさぎ山 恵方巻(イメージ) 

味噌づくり(イメージ) 

6 

栃木県 
宇都宮市

いちご狩りとねぎ収穫 
inうつのみや 
 

集合場所 錦糸町駅 

●旅行出発日 2023年３月  
●企画協力 ＪＡうつのみや 

農業王国・宇都宮市。鬼怒川水系からの

豊富な水資源、肥よくな大地、長い日照

時間に恵まれ、様々な農産物が栽培され

ています。 

なかでも、いちごは県内有数の生産地。

地元農家さんの畑でいちご狩りに、栄養

価が高くて美味しいねぎの収穫体験、地

元の食材を使ったお昼ご飯など、おいし

い宇都宮の農産物を味わいます。 

※本企画は「予告版」としてご案内させていただいており、現在、

募集しておりません。 
※正式な募集は 2022 年 10 月中旬頃、本会ホームページにてご案内予定です。 
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、資料をご請求いただいた上で、お申し込
みください。 

予告版 

集合場所 新宿駅 


