
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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月下旬～３月中旬 

  島根県 

浜田市 

なつかしの国石見 浜田市田舎暮らし 
～山陰・浜田漁港の恵みを味わい、石見神楽の伝統文化を感じます～ 

２０２２年冬号 １１月下旬～３月中旬 

1 

[6:15]東京駅発(新幹線)[8:41]新大阪駅発(新幹線) 

[10:01]広島駅着 
[10:10]広島駅 集合 
   高速バスにて浜田駅へ 

はまだお魚市場（昼食） 
「あんこう吊るし切り」見学 
浜田城資料館（見学） 
魚屋さんの浜田漁港の魚のお話あれこれ  
夕食(あんこう料理) 

浜田ニューキャッスルホテル【泊】 

 
 
－ 
○昼
○夕  

2 

[ 8:30]宿にて朝食後、出発 
地元の方と一緒に柚子から”ゆべし“作り 
地元食材を使った調理体験と昼食 
柿田勝郎面工房（和紙で作る神楽面見学） 
神楽ショップくわの木（神楽衣装見学） 
浜田のお魚の夕食(海鮮焼き) 
石見神楽 鑑賞（三宮神社） 

[21:45]ホテル 着 
浜田ニューキャッスルホテル【泊】 

 
 
○朝  
○昼  
○夕  

3 

[ 9:00]宿にて朝食後、出発 
道の駅 ゆうひパーク浜田（お買物） 
石州和紙会館(紙すき体験) 
海の見えるカフェで海鮮丼（昼食） 

[14:00]浜田駅前 発 高速バスにて広島へ(※) 
[16:18]広島駅 着 [17:22]広島駅 発（新幹線） 
[18:45]新大阪駅 着 [21:15]東京駅 着 

 

 

○朝  
○昼  
－ 
 

 

集合場所 JR東京駅または JR新大阪駅またはJR広島駅 

●旅行出発日:2022年 １２月９日（金） 
●旅行代金：          お一人様   

現地集合(広島駅)  ６１,０００円 
JR新大阪駅出発   ８２,２６０円 
JR東京駅出発     ９７,５００円 

※18歳以上限定（但し保護者同伴の場合のみ中高生も可） 

●最少催行人員：8名 

●申込締切日：2022年 11月４日（金） 

●食 事 ：朝 2回/昼 3回/夕 2回 

●宿 泊 ：浜田ニューキャッスルホテル 

（洋室・シングル）※2名1室はご相談ください。 

●利用予定バス会社：浜田交通 

●添乗員 ：1日目広島駅より3日目広島駅まで同行

いたします。 

●企画協力：浜田市ツーリズム協議会 

 
 

《その他の集合場所への交通(参考)》 東京から 【飛行機】羽田空港 7:10
＝ＪＡＬ253便＝8:35 広島空港 8:45＝（空港連絡バス）＝9:35広島駅 
(※)降雪によりバスが遅れることもございます。 

 西日本事務所へ 

〉〉ＴＥＬ．０６-６１９５-３９６０ 

 

●旅行出発日： 

2023年 ２月９日(木) 

●旅行代金： 

【1名1室】大人お一人様 ４２,０００円 

【2名1室】大人お一人様 ４１,５００円 

●最少催行人員：7名 
※18歳以上限定（高校生は不可） 

●申込締切日：2023年1月20日(金) 
●食 事：朝 2回/昼２回/夕２回 
●宿 泊：民宿勝丸荘(和室) 

※1名でご参加の場合、1名 1 室利用です。 

●添乗員：全行程同行いたします。 
●企画協力：壱岐東部漁業協同組合 

長崎県の壱岐島で海女さんの冬の作業をお手伝い！水揚げされた牡

蠣をバラしたり、殻を洗う作業です。普段食べている牡蠣にこんな

に手間がかかっていたなんて！作業場のすぐ近くは海。壱岐の自然

を感じながらお手伝いしませんか？ 

集合場所 博多港 

1 

[15:00]博多港 集合 
博多港→壱岐島郷ノ浦港へ       
壱岐島郷ノ浦港に到着 

[17:15]宿にチェックイン 
夕食   民宿勝丸荘【泊】 

 
－ 
－ 
○夕  

2 

[ 8:30]宿にて朝食後、出発 
牡蠣洗浄作業のお手伝い 
昼食 
牡蠣洗浄作業のお手伝い 

[17:00]作業終了後、移動 
温泉施設(入浴/食事) 
宿に移動 民宿勝丸荘【泊】 

 
 
○朝  
○昼  
○夕  

3 

[ 8:30]宿にて朝食後、出発 
牡蠣洗浄作業のお手伝い 
作業終了後、昼食 
昼食後着替え、専用車で移動 
壱岐島芦辺港→博多港へ 
博多港着 

[15:30] 博多港着 解散 

 

○朝  
○昼  
－ 
 

 

■集合場所への交通(参考)  
【JR 利用】9:09 東京＝11：38 新大阪＝（新幹線）＝博
多 14:06＝博多 14:21＝(西鉄バス)＝博多ふ頭 14:39
着 
【飛行機利用】羽田空港 11:30＝（ＡＮＡ251）＝13:25
福岡空港 13:51＝（地下鉄）＝13:57 博多 14:21＝(西
鉄バス)＝博多ふ頭 14:23着 

 長崎県 

壱岐島 

 

壱岐の島で牡蠣の殻洗い隊 ４ 

殻洗い作業(イメージ) 

牡蠣をロープからは

ずす作業(イメージ) 作業着姿(イメージ) 

殻洗い作業(イメージ) 殻洗い作業 作業前→作業後(イメージ) 

   紀の川八朔収穫隊 

●旅行出発日： 

2022年１２月１７日(土)・１８日(日) 

１２月２４日(土)・２５日(日) 

●旅行代金：【公共交通利用】 ３,５００円 
大人お一人様【マイカー利用】 ２,０００円 

●最少催行人員：各日 2名 

※18歳以上限定（高校生は不可） 

※公共交通利用のお申込は2名までとさせていただきます。 
●申込締切日：2022年 12月 2日(金) 

●食  事：昼 1回 
●添乗員：全行程同行いたします。 

和歌山県 

紀の川市 

 
紀の川市特産・たわわに実った八朔を“総採り“！作業は難しくなく、農

作業初心者にもオススメです。木から実を全部取ると、達成感が味わえ

ますよ♪ 当日が雨予報の場合は中止となります。 

集合場所 JR和歌山線 粉河駅 

《集合場所への交通 (参考 )》  難波駅 
8:25=(南海本線)＝ 8:50 岸和田駅 
 

2 あやほまれ(彩誉)収穫隊 

[9:00]南海本線 岸和田駅 集合 
(路線バスにて移動) 

[9:45](マイカーの方)道の駅愛彩ランド集合 
あやほまれ収穫作業 
道の駅愛彩ランド（昼食） 
あやほまれ収穫作業 

 (マイカーの方は解散) 

(路線バスにて移動） 

[17:30]南海本線 岸和田駅 解散 

 

岸和田ブランド！甘～いにんじん、あやほまれ(彩誉)の収穫をお手伝いし

ませんか？岸和田の若手農家さんが、あやほまれの普及に向けて頑張っ

ています！にんじん収穫やその他の農作業となります。 

●旅行出発日: 2023年２月５日（日） 
●旅行代金：大人お一人様 

【公共交通利用】 ３,９００円 

【マイカー利用】 ２,５００円 
●最少催行人員：4名 

※18歳以上限定（高校生は不可） 

●申込締切日：2023年1月20日（金） 
●食 事：昼1回 
●添乗員：全行程同行いたします。 

3 

[ 9:10]粉河駅 集合 
八朔収穫作業 
昼食（お弁当） 
八朔収穫作業 

[16:45]粉河駅 解散 

 《集合場所への交通(参考)》 【JR 利用】大阪駅
6:59＝（JR）＝7:16 新今宮駅 7:26＝(南海高野
線)＝8:15 橋本駅8:27＝（JR）＝8:59粉河駅 
【バス利用】大阪駅7:05発＝（JR）＝7:58 熊取
駅8:05＝（和歌山バス）＝8:44 粉河駅 

大阪府 

岸和田市 

 

八朔収穫(イメージ) 八朔(イメージ) 八朔(イメージ) 

集合場所 
南海本線 岸和田駅または 

 

 

1 

[11:45](JR 利用の方)JR松山駅 集合 
[12:45](マイカーの方)JAにしうわ本店 集合 
[13:30]オリエンテーション、収穫作業 
[18:30]宿にて夕食 

八幡浜センチュリーホテルイトー【泊】 

 
－ 
－ 
○夕  

2 

[ 7:00]宿にて朝食後、圃場へ移動 
[終 日]収穫作業、現場にて昼食 
[16:30]作業終了、宿にて夕食 

八幡浜センチュリーホテルイトー【泊】 

○朝  
○昼  
○夕  
 

3 

[ 7:00]宿にて朝食後、圃場へ移動 
[午 前]収穫作業 

作業終了後、昼食・着替え 
（マイカーの方は解散） 

[15:00] JR松山駅 解散 

 
○朝  
○昼  
－ 

 

愛媛県 

西宇和 

 

1 西宇和みかん収穫隊 

日本一の柑橘の産地・愛媛県で、温州みかんの総取りをお手伝い！

リアス式海岸の傾斜地を耕した段々畑では、太陽の直射熱、海から

の反射熱、石垣からの輻射熱の「三つの太陽」をたくさん浴び、おい

しいみかんが育まれています。最盛期のこの時期、とにかく人手が

足りません。猫の手援農隊のご支援お待ちしております。 

●旅行出発日：2022年１１月２３日(水・祝) 

●旅行代金：大人お一人様 ２９,５００円 
●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 10月 25日(火) 
●食  事：朝２回、昼２回、夕 2回 

●宿  泊：八幡浜センチュリーホテルイトー（洋室・シングル） 
●添 乗 員：全行程同行いたします。 
●企画協力：西宇和みかん支援隊、JAにしうわ 

集合場所 JR 松山駅または JA にしうわ
本店 

事前にお送りする「抗原検査キット」で前日に検査いただき、陰性が証明さ
れてからのご参加になります。（確認のため、当日キットをお持ちください） 

《集合場所への交通(参考)》 【大阪方面から】新大阪駅 

7:15＝（新幹線）＝8:04 岡山駅 8:32=(特急)＝ 11:15 

松山駅【東京方面から】羽田空港 9:45 発＝（JAL）＝

11:15 松山空港 11:25…(空港バス)…11:40JR 松山駅

【マイカー利用】松山道、大洲 IC より 30分 

みかん収穫作業(イメージ) 

※マイカーの方は、各自マイカーでご移動いた
だきます。※農作業の内容、時間帯は作業状

況により変わることがあります。 
 

※マイカーの方は、各自マイカーでご移動いた
だきます。 
※農作業の内容、時間帯は作業状況により変
わることがあります。 
 

13 

当日が雨予報の場合は中止と
なります。 
 

あやほまれ(イメージ) 収穫作業 (イメージ) 

この旅行条件は、2022年 9月 22 日現在の運賃・料金を基準としています。 

古くから日本海の漁港として栄えた島根県西部・石見地域

にある浜田市で、山陰・浜田漁港の恵みを味わいます♪ 

この地域の伝統「石見神楽」。2019 年には石見神楽の成り

立ちとそれを取り巻く環境が日本遺産に登録され、日本だ

けでなく世界でも上演されています。 

神楽の大蛇やお面に使われているのは、なんと和紙。非常

に強く耐久性に優れた「石州和紙」のふるさとを訪れます。 

地元の方と一緒に「ゆべし作り」を体験し、浜田の「人」

と「農」にも触れ合う旅です。 
石見神楽 鑑賞(イメージ) 

石州和紙 紙すき体験(イメージ) 

神楽衣装見学(イメージ) 

ゆべし作り(イメージ) 

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」のご説明は振込のご案内に同封させていただきます。 

 

本誌の企画のお申込みは 西日本事務所へ〉〉ＴＥＬ．０６-６１９５-３９６０ 

あんこう料理(イメージ) 

JR 
プラン 

※作業の内容、時間帯は天候、作業状況により変わる
ことがあります。 
 

■集合時間・場所の詳細は、最終案内でお知らせします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 花御所柿(はなごしょがき)

収穫体験 
 

 

ｚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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。 

 

小田原みかん 

このページの企画のお申込みは 西日本事務所 ＴＥＬ．０６-６１９５-３９６０  

【ふるさと倶楽部会員証】食育探訪・ふるさと体験交流・田舎暮らし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。 

２０２２年冬号 １１月下旬～３月中旬 

 

岸和田ブランドにんじん「彩誉(あやほまれ）」収穫体験 
大阪府 

岸和田市 

 

●旅行出発日： 

2023年１月２７日(金) 

●旅行代金：大人お一人様 １１,５００円 
※小人同額 

●最少催行人員：18名 

●食  事：昼 1回 
●利用予定バス会社： 

奈良観光バス又は大和観光バス 
●添 乗 員：全行程同行いたします。 

集合場所 ＪＲ新大阪駅 

[ 9:00]JR新大阪駅 発 
彩誉(あやほまれ)と 
季節の野菜収穫体験 
道の駅 愛彩ランド 
（昼食とお買物） 
岸和田だんじり会館 
岸和田本町・旧紀州街道 
をガイドさんと散策 

[16:30] JR新大阪駅 解散 

 

岸和田で生まれたフルーツのよう

な甘みが自慢のにんじん「彩誉
（あやほまれ）」と、季節のお野
菜を収穫します！お昼は地元食材

を使ったビュッフェです。 
約 300 年の歴史を誇る岸和田だん
じりのふるさとを訪ねます。 

  10 11 

９ 

鳥取県 

八頭郡 

ほとんど市場に出回らない「花御所

柿」は JA 鳥取いなば地方でのみ栽培
されている甘柿で、GI(地理的表示)
にも認定されました。 

柿がたわわに実ったこの時期だけの
景色の中を「花御所柿を育てる会」の
皆さんにご案内いただきます。 

八頭郡の宿場町・智頭町を歩き、古民
家で“山里料理”を味わいます。 

●旅行出発日：2022年１１月２６日(土)  

●旅行代金：大人お一人様 １４,５００円 

※小人同額 

●最少催行人員：18名 

●食  事：昼 1回 
●利用予定バス会社： 

奈良観光バス又は大和観光バス 
●添乗員 ：全行程同行いたします。 
●企画協力：JA鳥取いなば、第一次産業観光利活用推進協議会 

集合場所 ＪＲ新大阪駅 

７ 

[8:00]JR新大阪駅 発 
   農家さんと散策＆ 

花御所柿収穫体験 
直売所物産館みかど 
(お買物) 
みたき園(昼食と園内自由散策） 

智頭町をガイドさんと 
散策(石谷家住宅など) 

[19:00] JR新大阪駅、解散 

 

みたき園(イメージ) 

大阪府 

和泉市 

大阪みかん収穫体験＆ 
ミニ食育講座 

大阪府和泉市は府内でも最大規模の

みかん産地！甘みと酸味のバランス

がよく、濃い味わいが特徴の温州み

かんを収穫します♪ 

管理栄養士でもある農家さんによる

ミニ食育講座（みかんクイズや栄養

の話）でみかんを知り尽くします！ 

●旅行出発日： 

2022年１１月２７日(日) 

●旅行代金： 

大人お一人様 ４,０００円 
小人お一人様 ２,０００円 

※小人は小学生となります。乳幼児以下無料です。 

●最少催行人員：10名 

●食  事：昼 1回 

●添乗員：全行程同行いたします。 
※移動は路線バス、徒歩となります。 

 

[10:40]和泉中央駅 集合 
(路線バスにて移動) 
徒歩にて畑まで移動（約 20分） 
みかん収穫体験(約 1kg お持帰り) 

徒歩にて移動（約 20分） 
農園のとれたて野菜や地元食材の軽食 
ミニ食育講座 
(路線バスにて移動) 

[14:50]和泉中央駅 解散 

 

みかん(イメージ) 

６

食育講座(イメージ) 

集合場所  和泉中央駅 

大阪菜発見！なにわの伝統野菜 
ゆかりの地をぶらり～天王寺蕪～ 

大阪市天王寺付近が発祥と

言われる「天王寺蕪(かぶ

ら)」。 

今回は、ゆかりの地を訪ね

て「四天王寺」をガイドさん

と歴史散策します。 

昼食の後は、貴重な天王寺

蕪を農家さんの畑で収穫し

ます！ 

●旅行出発日： 

2023年１月２１日(土) 

●旅行代金：大人お一人様 ５,５００円 
※小人同額 

●最少催行人員： 10名 
●食  事：昼 1回 
●添 乗 員：全行程同行いたします。 
※移動は徒歩、地下鉄となります。 

[9:45]大阪メトロ谷町線 

四天王寺前夕陽ヶ丘駅 集合 
四天王寺 歴史散策 
（ガイドさんとぶらり歩き） 
昼食 
産直市場よってって てんしば店 
天王寺駅＝(地下鉄)＝長居駅 
天王寺蕪 収穫体験 

[15:45]大阪ﾒﾄﾛ御堂筋線長居駅 解散 

 

８ 

集合場所 

大阪府 

大阪市 

 

大阪府 

泉佐野市 

 

泉州キャベツ& 
超極早生玉ねぎ収穫体験！ 

関西国際空港の対岸に位置する泉佐野

市。国際的な玄関口のイメージですが、古

くから農業・漁業・工業・商業が盛んです。 

寒さから身を守るために糖度を高めて甘

くなったキャベツと超極早生(ちょうごく

わせ)たまねぎを収穫していただきます！ 

また大阪府下で一、二を争う漁獲量を誇

る泉佐野漁港にも立ち寄ります 

 
集合場所 ＪＲ新大阪駅 

いちご＆とまと収穫体験 
 

兵庫県 

加東市 

 
その時期に一番おいしい「いち
ご」が食べ放題！ 
甘～い香りを感じながら旬のい

ちごの味をお楽しみください♪ 
植物生理学とプロバイオシス農
法でとまと本来のおいしさを最

大限に引き出したこだわり「と
まと」も収穫します。 

いちご(イメージ) 

とまと(イメージ) 

[9:00]JR新大阪駅 発 
   道の駅神戸ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟー ｸ 

大沢(お買物) 
   いちご狩り 

(園内 30分食べ放題) 
西脇ロイヤルホテル（昼食） 
とまと収穫体験 
山田錦の郷/よかたん(お買物) 

[17:00] JR新大阪駅 解散 

 

集合場所 ＪＲ新大阪駅 
●旅行出発日： 

2023年 ３月４日(土) 
●旅行代金：大人お一人様 １３,５００円 

※小人同額 

●最少催行人員：18名 
●食  事：昼 1回 
●利用予定バス会社： 

奈良観光バス又は大和観光バス 
●添 乗 員：全行程同行いたします。 
●企画協力：JAみのり 

[9:00] JR新大阪駅 発 
愛彩ランド（お買物・昼食） 
泉州キャベツと 
超極早生玉ねぎ収穫体験 

歴史館いずみさの（見学） 
泉佐野漁協青空市場(お買 
物)※セリがあれば見学予定 

[16:30] JR新大阪駅 解散 

 

あやほまれ(イメージ) 岸和田だんじり会館 
(イメージ) 

四天王寺(イメージ) 

ホームページ先行予約 10月 11日(火)12:00～ お電話でのお申込は10月13日(木)9:30～先着順にて受付開始です。 

５

《集合場所への交通(参考)》 
JR 大阪 9:34＝(環状線)＝9:50 新今宮
9:56＝(南海高野線)＝10:29 和泉中央 
 

ビュッフェ 
(イメージ) 

 

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。 

 熊本県 

山都町 
九州のへそ 熊本県山都町(やまとちょう) 田舎暮らし 
～「山の都」のものがたり・清らかな水とミネラル豊富な大地と文化を訪ねて

～ 

1 

[11:40]阿蘇くまもと空港 発(貸切バスにて移動) 
[13:10]熊本駅 発(貸切バスにて移動) 

鮎の瀬大橋/鮎の瀬交流館 
菅迫田(すげさこだ)棚田(棚田のお話と手しごと体験） 
宿泊先(チェックイン) 
地元お母さんの手づくり郷土料理の夕食 
(かすよせ、だご汁など予定） 

[20:00]宿に到着（入浴・就寝） 
通潤山荘【泊】 

 
－ 
－ 
○夕  

2 

[ 9:30]宿にて朝食後、移動 
通潤用水の暮らし体験フットパス～白糸台地 
の棚田景観・地元のブランド茶矢部茶の茶畑 
をガイドさんと散策（昼食はお弁当） 
宿にて休憩（自由時間） 
浜町商店街（八朔祭の大造り物小屋見学や、 
通潤酒造の酒蔵見学など） 
本さつまや(山都町の山里料理の夕食) 

[19:30]宿に到着（入浴・就寝） 
通潤山荘【泊】 

 
 
○朝  
○昼  
○夕  

3 

[ 9:00]宿にて朝食後、移動(貸切バスにて移動） 
有機野菜収穫体験（有機農業に取り組む農家 
さんのお話） 
清和文楽邑（ミニ公演・体験・資料館見学） 
道の駅そよ風パーク 

(昼食/手作り山彩バイキング） 
[14:00] 阿蘇くまもと空港 着 
[15:00] 熊本駅 解散 

 

○朝  
○昼  
－ 
 

 

集合場所 阿蘇くまもと空港または JR熊本駅 

●旅行出発日:2023年 ３月１５日（水） 
●旅行代金：大人お一人様 ６５,０００円 
※18歳以上限定（但し保護者同伴の場合のみ中高生も可） 

●最少催行人員：10名 

●申込締切日：2023年２月 24日（金） 

●食 事 ：朝 2回/昼 2回/夕 2回 

●宿 泊 ：通潤山荘(和室または洋室) 

※基本は1名１室利用となります。2名1室はご相談ください。 

●利用予定バス会社：南阿蘇交通 

●添乗員 ：1日目阿蘇くまもと空港より3日目熊本駅

まで同行いたします。また、弊会の山都町

駐在員が現地をご案内いたします。 

●企画協力：山都町役場商工観光課 

《集合場所への交通(参考)》【飛行機】羽田空港 8:15＝(ANA)＝10:00

阿蘇くまもと空港 【新幹線】東京 6:33＝のぞみ 5 号＝9:02 新大阪

＝11:14 小倉 11:20＝12:16 熊本駅 

12 

山都町は、九州の真ん中に位置し、北は阿蘇の南外輪山、

南は九州中央山地に囲まれ、これらを水源とする川の流

れにより、豊な自然に育まれた地域です。清らかな水と

ミネラル豊富な土壌を活かし、環境にやさしい有機農法

が盛んで有機 JAS 認証事業者数が全国で最も多いのが特

徴です。 

地元の方と交流しながら郷土料理を味わい、豊かな自然

のなかでフットパス(散歩道)を楽しみます。また、文楽な

ど地域の伝統文化にも触れていただきます。 

宿泊は通潤橋そばの天然温泉のお宿でゆっくりとお過ご

しください。 

 

通潤橋(イメージ) 

清和文楽(イメージ) 

八朔祭大造り物(イメージ) 
白糸台地棚田(イメージ) 

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」のご説明は振込のご案内に同封させていただきます。 
２０２２年冬号 

このページの企画のお申込みは 西日本事務所 ＴＥＬ．０６-６１９５-３９６０  

ホームページ先行予約 10月 11日(火)12:00～ お電話でのお申込は 10月 13日(木)9:30～先着順にて受付開始です。 

“わかやま援農隊”は、和歌山県の中山間地域などで過疎化・高齢化による農村の活力低下が進む中、 

地域の農業の維持のため、都市住民および学生を援農に派遣する事業です。農業支援・農村の活性化 

と、中山間地域の農地保全への取り組みを理解してもらうことを目的としています。 
※“わかやま援農隊”は和歌山県が実施する都市住民ボランティア援農体制モデル事業です。弊会が募集する「猫の手援農隊」とは異なります。 

※本事業は関西圏にお住まいの方を対象としております。 ※現地までの交通費は事務局が負担致します（上限あり）。  

わかやま援農隊 募集中！ 

HPは 

こちら 

さい 

石谷家住宅(イメージ) 

ふれあい秋号掲載！ 

花御所柿(イメージ) 

[10:00]近鉄八尾駅 集合 
八尾駅周辺をガイドさん 
と歴史散策 
そば処 楠喜（昼食） 
(タクシーで移動) 

八尾若ごぼう収穫体験 
(タクシーで移動) 

[15:00]近鉄八尾駅 解散 

 

八尾若ごぼう収穫体験 
～関西に春を告げる味覚を収穫!!～ 

大阪府 

八尾市 

春を告げる野菜「若ごぼう」は大阪・

八尾の特産。葉も食べられるので葉

ごぼうとも呼ばれます。爽やかな香

りとほろ苦さが自慢の八尾若ごぼう

を特別に収穫！昼食も八尾ごぼうを

使ったおそばをお楽しみください。 

商人の町の歴史が残る八尾駅周辺も

ガイドさんと歩きます。 集合場所 近鉄大阪線 八尾駅 

八尾若ごぼう(イメージ) 収穫体験(イメージ) 

●旅行出発日： 

2023年２月１２日(日) 

●旅行代金： 

大人お一人様 ４,９００円 
※小人同額 

●最少催行人員：10名 

●食  事：昼 1回 

●添乗員：全行程同行いたします。 
※移動は徒歩、タクシーとなります。 

《集合場所への交通(参考)》 
JR 大阪 9:17＝(環状線)＝9:33 鶴橋
9:40＝(近鉄大阪線)＝9:48 近鉄八尾 
 

天王寺蕪(イメージ) 

泉州キャベツ(イメージ) 

泉佐野漁協青空市場
(イメージ) 

超極早生玉ねぎ 
(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 ９,５００円 

※小人同額 

●最少催行人員：18名 

●食  事：昼 1回 
●利用予定バス会社： 

奈良観光バス又は大和観光バス 
●添 乗 員：全行程同行いたします。 

1854 年、白糸台地に農業用水

を送るために造られた石造りの橋 

道の駅そよ風パーク/
手作り山彩バイキング
(イメージ) 

援農活動は随時ホームページで募集しています。詳細はホームページ（QR コードまたは https://wakayama-ennou.org ）よりご確認ください。 

9 月の八朔祭りで使わ
れる自然素材で作る
“大造り物”！ 

みかん収穫(イメージ) 
はたごんぼ収穫 

(イメージ) 中田の棚田(イメージ) 

https://wakayama-ennou.org/

