
香りが強く、光沢のある黒紫色した実が特徴の寺島なす。江戸東京野菜
の1つですが、一度はその姿を消し、「幻のなす」となりました。

今回は、寺島なすのゆかりの地・墨田区東向島を歩きます。地元の人お
ススメの寺島なすの天ぷらがついたお蕎麦もいただきます。

●旅行出発日　2021年7月24日（土）

●旅行代金　大人お一人様4．000円

※小人は大人と同額

●募集人員10名（最少催行人員5名）
●食事　夕1回●添乗員　同行しません。
事務局がお世話します。
●移動　徒歩にて移動します。
●企画協力寺島・玉ノ井まちづくり協議会

千葉県　香取市

千葉の美味しい農産物を
収穫しに行きませんか？

道の駅くりもとで、落花生
とさつまいも（べニアズ

マ）の収穫体験J昼食は、

地元食材を使用したビュ
ッフェレストランでおな

かいっぱい召し上がれJ

大人気の完熟いちじくの

収穫体験（5個）も！

右：寺島なす（写真はどちらもイメージ）

提供：すみだ地域ブランド推進協議会

抱叡・剖堀切駅集合 
徒歩にて移動（10分） 
たもんじ交流農園 
（寺島なすの収穫・お話） 
地元の人とまち歩き 
きそば長平（夕食） 

甘艶聞・］東向島駅　解散 

』随行を談甘露裾

梨で有名な関城で、幸水（5個）の収穫体験J

昼食は、地産地消の和食ご膳をどうぞ。

茅葺屋根が立派な大場家ぶどう園にて、ぶどう狩りを行います。∵十三二号
●旅行出発日2021年8月10日（火）

●旅行代金　　12，000円
●募集人員　22名（最少催行人員16名）
※お申込は先着順での受付となります。
●食事　昼1回
●添乗員　全行程同行いたします。
●利用予定パス会社　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JA北つくば

●旅行出発日

2021年9月12日（日日第1薇1

9月13日（月日第2班1
●旅行代金【第1班】13，000円

【第2概112，600円
●募集人員　22名（最少催行人員16名）
※お申込は先着順での受付となります。
●食事　昼1回
●添乗員　全行程同行いたします。

※選果場見学は、

改装工事につき、
お休みとします。

竃翫壷壷JR錦糸町駅

ほ・蘭渕R錦糸町駅発 
梨狩り（幸水5個） 
めし処よこた（昼食） 
JA農産物直売所柿岡 

（お買物） 
ぶどう狩り（7房） 

甘裡泊りR錦糸町駅　解散 

環翌JR錦糸町駅
L【メ叫、 い或ッ し－しわバ �ヨ∈■・］JR錦糸町駅発 

道の駅くりもと 

（お買物・落花生＆さつまいも 
収穫それぞれ2株） 
れすとらん風土村（昼食） 
いちじく収穫（5個） 

「1等 �：葺≡・・…3日R錦糸町駅　解散 

●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

本ガイドラインは、農泊地域における本会の体験交流事業の参加者・
関係者の皆様ならびに弊会職員の感染拡大を防止し、健康を守るた
め、基本的事項を整理したものです。なお感染症の動向や対処方針の
改定等を踏まえ適宜必要な見直しを行います。最新情報はホームペー
ジ（https・／／ww．znk．orJp／）にて掲載しておりますのでご覧ください。

【添乗員の対応】
・体調不良の添乗員は従事させません。

・マスクおよびフェイスシールドの着用を行い、飛まつ感染防止に努めます。

・手洗いうがい・アルコール消毒などの衛生管理を徹底します。

・お弁当など、お客様全員に配布する際は、使い捨て手袋を使用します。

・スタンプカードやアンケートの回収ボックス設置、バッチ等の酉柵あら

かじめ席に置いておく等、接触回数を減らすよう努めます。

【お客様にお願いすること】
○全体　・企画中はお客様自身での体調管理をお願いします。

・こまめに手洗い・うがいをして、衛生管理をお願いします。

・マスクの着用をお願いします。食事の際も直前までは外さないよう、ご協力ください。

・使用済みのマスクは、ご自宅までお持ち帰り頂くようお願いします。

■飛まつ感染防止のため、ソーシャルディスタンス（できるだけ2m、最低1m）の確保に

努めてください。
・体調が悪い場合は、ご参加を辞退いただいております。

○集合時・集合時に、非接触型検温器等、お客様全員の体調確認をさせていただきます。

確認させて頂く質問例：体調（発熱■味覚・咳）、コロナ接触有無、海外渡航有無等
○飲食時・取り皿やお酌や盃の使い回しは、控えていただきます。

・援農隊での交流会は、当面の間、開催しないこととします。

○宿泊時1シャンプーなど消耗品1アメニティ（歯ブラシなど）はご持参ください。

■農作業の内容は天候の影響や生育状況、畑の状況，黒作業上の帯食により変更中止となる瑞貴があります．※コース泰に記載されている時間は巳安で怒り、交通事情や天候等の影響で変更になる等食がありますや

と萄んない
●総合策行脚汲昏理毒とは．お客態のご旅行を取り扱う店舗での叡引に関する1住着です．このこ旅行に的してこ不明な点があり末したう、ご池井なく下記の取過嘗理香におたす鞄下乱1．◆大人は中学生山上の方、小人は4歳以上小学生以下の方uR一肌
空機を利用するフランにつきましては3嵐比上が対象となり寮す。また、2－－4榊の幼児につきましては、沃ス座席鞘として1日につき2．000円を申し受け吉す．但し、JRを利用するプランやコース琴に撃し幼児勾金の記岬が奄る場合臥当改料金をヨ用します．

◆旅行代金に含まれるもの二行程竜に表示した往復交通書、食事、宿泊責、入場、体験■軋　◆「喝地集合・解散フラン」の変速責暮桔自負担となります．●定員になり次第締め切ります肌キャンセル持ちは申し受けます．●虎学生以下の方に付きましては俣凛

育男伴とします．●利絹予定パス会社は、当会「貸切バス会社リストj（当会ウェブサイト内　httpS／ノW㈲〟即し叫ロ）をご覧ください．ウェブサイトをご覧になれない方は、当会までお欄合わせください．

■旅行企爾・実施（お申込み・お問合せ）

′′二至≡≡三二全畠墓誌蒜嘉議会
〒10ト0021窯京都千代田区外神田l→16－8　Nツアーピル4常

総旅稽郡扱殿者欄場璃卜箆鮒」盛摺讐墓管主

東京発着トTEL．03・5297・0322　E・勅kz即nOUkq鳩トznk加
l受付研削9：3日～17：00は・訂祝日除く）FAX．0＆5297・0260

～環内旅行保険加入のおすすめ～ 

お客最が田内旅行行程F糾こ、急務かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、草撃の治療1、移送手等がかかることがあり貫首．また 

事故の場合．加害者への賄償金崇頚や紺会回収が鋼帯な場合があり謬す．これらの移送■、黍た．死亡一線遇症障害等奄保障する 

屋内肺保険にお客様自身で亡粗大されることをお勤めしています．箆内漁行保険につLqコま、繋会保見にお問い合わせください． 

■受託販売

この旅行条件は、2021年3月25日現在の運賃・料金を基準としています。

全国農協観光協会

ホームページからのお申込みはクレジットカード（AMEX，JCBを除く）決済となり課す。

FAX、Eメール、ハガ幸にてお申込みの場合は①企声名飾筆出発日③氏名（フリガナ）

＠性別⑥年齢㊨蓼臍ご任所⑦喘番号・FAXをご明記ください。（参加者全員分）

慧芸慧慧な。紺。　　　　駁追詣票こ、たします。

茶器苔様の状況によっては当初の手配内矧こ吉薫れてLtない特別な家感濁声が必要になる可静性があロ深菅山詳紺言訂旅行崇拝者」の

三4ま≦申込み菜館」を驚講の上、特軌な配慮一語帯び必要となる可電姓がある方はご相談させていただき宗すので、必ずお甲し出くださいで



く一軒コース菩書く）

現地集合の場合は、
現地より飼行します。

お申込みは4月7日（水）9時30分から先貴需にて受付開始です。
ホームページからお申込みご希望の方は、別紙同封チラシ、又は本会ホームページをご覧ください。

長野県中野市

●旅行出発日　5月28日（金）3日同

2021年　　　5月29日（土）2日間

医溺
●旅行代金 大人お一人様14．500円

大人お一人様19，800円
●募集人員　15名（最少催行人員12名）
※18歳以上限定
（但し保護者同伴の場合のみ中高生も可）
※お申込は先着順での受付となります。

長野県北部に位置する中野市（豊田地区）は

りんごの生産が盛ん。摘果とは、「大玉で味、

形の良いりんごを育てるために不要な実を

摘む作業」のこと。たくさんなった実を摘む
には、皆さんのカが必要です。初夏の北信州

で気持ちいい汗をながしませんか？

●申込締切日　2021年4月30日（金）
●食事　2日間：朝1回、昼1回、夕1回

3日間：朝2回、昼2回、夕2回
●宿泊　ホテルレシェント（和室）
※1～2名でご参加の場合、男女別の相部屋となりま
す。※一人部屋希望の方は、1泊につき1，000円追加
となります。●添乗員　全行程同行いたします。
●企画協力　J Aながの
※受入農家の指定・希望はお受けできません。ご了承ください。

《集合場所への交通（参考）》【鉄道利用】東京10：32＝はくたか＝12：06長野12：33＝」R飯山線＝替佐13：04
駅より徒歩3分

初めての方にもおすすめ　要二摘きり援農隊雄

実りすぎた実などを取り除く摘果作
業。木の負担を減らして果実を大き
くし、味や見た目をそろえるために

行います。品質管理に大切な作業も、
高齢化によって捗らないのが現状。

皆さんのお力をお貸しください！

●旅行出発日
2021年7月31日（土）

●旅行代金
大人お一人様　5，000円

●募集人員　17名

（最少催行人員15名）
※18歳以上限定（高校生は不可）
※お申し込みは先着順での受付となります。

●申込締切日　2021年6月30日（水）

●食事　昼1回（弁当）
●添乗員　現地より同行いたします。
●利用予定バス会社
松田合同自動車又は神田交通

●企画協力　神奈川県　大井町

長野県小布施町

【マイカー利用】上越自動車道　豊田飯山l Cより約15分

静岡県
三島市

摘果するみかん

忽垂新松用肘四季の里
［8滴緋（公共交通利用の方）新松田駅 

集合、四季の里へ移動 
扱蔓翫（マイカーの方）四季の里集合 

オリエンテーション後、各農 
家へ移動、みかん摘果作業、 
他作業（昼食は現場で弁当） 
作業終了、四季の里へ移動、 
着替え 

［乳魔：慧引（マイカtの方）四季の里解散 

［急転≡縄］（公共交通利用の方） 

新松田駅解散 

《集合場所への交通（参考）》
【小田急線（急行）利用】新宿7：23
＝7：55田丁田8：00＝8：44新松田

匪JAながの豊田支所

1 � �［三膵：ユ5日Aながの豊田支所集合 � 

オリエンテーション後、各農家で 
りんご摘果作業、他作業 �㊧ 

甘紺朝作業終了、民宿にて夕食 
ホテルレシェント【泊】 

2 �1 �【3日間コース】 �日 ㊥ ㊧ ㊧ 日 

［電源ヨ］朝食後、豊田地区へ移動 

各農家でりんご摘果作業、他作業 
昼食は各農家にて 

【2日間コース】 
掩蓋；三富］JAながの豊田支所集合 

オリエンテーション後、合流 �－ 

【共通】 �㊨ 

［星亨：描］作業終了、民宿にて夕食 
ホテルレシェント【泊】 

3 �2 �撞治郎朝食後、豊田地区へ移動 �㊥ ㊨ 
各農家でりんご摘果作業、他作業 

十∵㍉作業終了、 
各農家にて昼食後、解散 

初めての方にもおすずめ　汁帰り援腰瀾津

箱根山西側の火山灰土壌を利用した
畑で大切に育て上げた「三島馬鈴薯」。
市場で高評価を得ているメークイン
です。収穫は、肌を傷つけないよう、
一つずつ人の目と手を頼りに手掘り

で行うため、人手が必要な作業です。旺麺亘三島訂JA三緬南㈱

●旅行出発日
2021年7月10日（土）

●旅行代金
大人お一人様　3，500円

●募集人員　8名（最少催行人員8名）
※18歳以上限定（高校生は不可）
※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　2021年6月7日（月）

●食事　昼1回（弁当）
●添乗員　現地より同行いたします。
●企画協力JA三島函南

［…：義朗（公共交通利用の方）三島駅 

集合、JA支店へ移動 
［望博封（マイカーの方）JA支店集合 

オリエンテーション後、各農 
家へ移動、馬鈴薯収穫作業、 
他作業（昼食は現場で弁当） 
作業終了、JA支店へ移動、 
着替え 

［丑毎：呈5］（マイカーの方）JA支店解散 

托毎：塾幻（公共交通利用の方） 
三島駅解散 

※マイカーの方の集合場所UA支店名）は

後日ご連絡いたします。

《集合場所への交通（参考）》
※雨天中止となります。中止の場合は、【東海道新幹線利用】東京7＝27＝新

前日の夕方17時までにご連絡致します。横浜7：45＝8：17三島

軍？イたご禦聖霊攣聖㌧禦誓のき㌘王讐∴昼空？苧堅きざ聖匿垂垂′怖施町役場
した、全国有数の果樹産地でもあります。この時期は、美しく美味しいぶ

どう作りのため、摘粒（てきりゅう）やカサ・袋かけなどの作業で忙しい農

家さん。皆さんのお手伝いをお願いします！（作業はシャインマスカットや巨

峰などの摘粒を予定しています。生育状況により変更の可能性があります。）

《集合場所への交通（参考）》【鉄道利用】東京10：32＝はく

たか＝12：06長野12：19＝12：52小布施　駅より徒歩2分

【マイカー利用】上越自動車道　小布施SICより約7分

●旅行出発日　2021年6月18日（金）

●旅行代金　大人お一人様25．400円
●募集人員　15名（最少催行人員　12名）
※18歳以上限定（高校生は不可）※お申込は先着順での受付となります。

●申込締切日　2021年5月18日（火）
●食事　朝2回、昼2回、夕2回
●宿泊　信州善光寺　薬王院（宿坊）（和室利用）
※1名でご参加の場合、男女別の相部屋となる場合があります。
●添乗員　全行程同行いたします。
●企画協力　小布施町、おぷせファーマーズ

1 �［ほ三三5］小布施町役場　集合 � 

オリエンテーション後、各農家で 
ぶどう摘粒・カサかけ、他作業 �㊥ 

［ヨー紺潮作業終了、宿坊にて夕食 
善光寺　宿坊【泊】 

2 �搾油罰　朝食後、長野電鉄にて移動 �㊥ ㊨ ㊧ 

各農家でぶどう摘粒・カサかけ、 
他作業（昼食は各現場にて） 

十十∵作業終了、長野電鉄にて移動 
宿坊にて夕食 

善光寺　宿坊【泊】 

3 �［竃；∈燈］朝食後、圃場へ移動 �㊥ ㊨ 
各農家でぶどう摘粒・カサかけ、 
他作業 

［鼠3：芸凄コ昼食後、解散 

本号作成時点にて、一部報道によりGoToトラベルキャンペーン再開等の情報がございます。しかしながら現時点では具体的な内容については

未確定のため、GoToトラベルキャンペーン割引適用前の旅行代金のみを表示しております。

詳細が決まりましたら改めて、対象となる企画については、割引額をご案内いたしますので、詳しい条件をご確認の上お申し込みください。



看

お申込みは4月7日（水）9時30分から先貴需にて受付開始です。
癖皿ム鵡Ⅲジか魯お嘩込みご希望の方は、別紙同封夢ラ汐、叉は本会癖四品鵡痢ジ馨だ覧≪ださい。

山梨県早川町

～小さな町の特産品　ワイン作りのお手伝い～　南アルプスの山々に抱か

れ、わずか1，000人が暮らす早川町。ワインやジュースの原料となる

山ぶどうの収穫・選別は全て手作業。これが美味しさの秘密ですが、

人手が必要！町の方と交流しながら、ワイン作りのお手伝いをしてみ

ませんか？手作業が多いので、初めての方でも安心です。

竃＿‾・塙
《集合場所への交通（参考）》【」R利用】新宿11：00
＝特急あずさ＝12：23　甲府12：37＝特急ワイト守ユー

ふじかわ＝13：20下部温泉　【マイカー利用】中

部横断自動車道　六郷ICより12km

岐阜県恵那市

●旅行出発日　2021年9月10日（金）

●旅行代金　大人お一人様　20，000円
●募集人員　12名（最少催行人員　10名）
※18歳以上限定（高校生は不可）※お申込は先着順での受付となります。

●申込締切日　2021年8月10日（火）
●食事　朝2回、昼2回、夕2回
●宿泊　ヴィラ雨畑　※和室（2名1部屋）又は洋室（ツイ
ン）がお選びいただけます（先着順）。部屋数に限りがありま
すので、ご希望にそえない場合がございます。
●添乗員　現地より同行いたします。　●企画協力　早川町

は、「日本一の味・生産量」を目指して頑張っています。しかし収穫と並行して、

病虫害予防のためにイガ拾い作業も行うため、地域の方は大忙し。なかなか手が

琶肇垂丞JR身延線下部温泉肘早川町役場

1 �［鼠芸：3緋（JR利用の方）下部温泉駅集合、移動 �㊧ 

［鼠3：5緋（マイカーの方）早川町役場　集合 

役場にてオリエンテーション、 
各圃場にて収穫・選別作業 
作業終了後、宿にて夕食 

早川町【泊】 

2 �呂：38二巨宿にて朝食後、各圃場へ移動 �㊥ ㊧ ㊥ 

各圃場にて選別作業 
昼食は各現場にて 

紆律剰作業終了、宿にて夕食 
早川町【泊】 

3 �［8：39］宿にて朝食後、各圃場へ移動 �㊨ ㊨ 

各圃場にて選別作業 
工∵十昼食は各現場にて 

注射剛（マイカーの方）早川町役場　解散 
［鼠5：芝劉（JR利用の方）下部温泉駅　解散 

美しと油平みや鱒甲を讐攣那聖ま、粟野が盛隼笠置山の甲聖千や＿攣畑で贋遷毘透JR恵那駅／農業会鯉＝恵那市中野方町祀

こ二回らないのが現状です。栗の収穫やイガ拾いなど、皆さんのお手伝いがあると本

当に助かります。

提供恵那市役所

《集合場所への交通（参考）》【」R利用】東
京8：30＝のぞみ＝10：09名古屋10：24＝

中央本線＝11：27恵那【マイカー利用】
中央自動車道　恵那ICより14km

千葉県
木更津市

農家民宿の宿泊で、田舎ならではの雰囲気も満喫できます。

●旅行出発日　2021年9月21日（火）

●旅行代金

【公共交通利用：JR恵那駅集合】大人お一人様25，300円

監守イカー利用：農業会館集合】大人お一人様24，300円
●募集人員　20名（最少催行人員　12名）
※18歳以上限定（高校生は不可）※お申込は先着順での受付となります。

●申込締切日　2021年8月23日（月）
●食事　朝2回、昼2回、夕2回
●宿泊　中野方町内農家民宿（銀もくせい・こうや・ふうちゃん・
山の街道・暮らしの宿ときのうた）のいずれか。（和室利用）
※男女別相部屋となります。●添乗員　現地より同行いたします。
●企画協力　株式会社えな笠置山栗園、恵那市役所

埼玉県
さいたま市

1 �托望．：縄］（JR利用の方）恵那駅　集合後、 � 

恵那市自主運行バスで移動 
托　潮3］（マイカーの方）農業会館　集合 �㊧ 
オリエンテーション後、栗畑にて 
栗の収穫、他作業 
作業終了、宿泊施設にて夕食 

恵那市　農家民宿【泊】 

2 �［8：3gき］宿にて朝食後、粟国へ移動 �㊥ ㊧ ㊧ 

畑にてイガ拾い、他作業 
（昼食は現場にて弁当） 

浄∬朝作業終了、棚田百選の“坂折棚田”見学 
宿にて夕食　恵那市　農家民宿【泊】 

3 �［琶≡363］宿にて朝食後、移動、畑にて �㊥ ㊨ 

栗の収穫、他作業（昼食は現場にて弁 
当）。農業会館へ移動、着替え 

［旦翌≡55］（マイカーの方）農業会館　解散 � 

（JR利用の方）不動の滝バス停へ。 
直売所でお買物、恵那市自主運行バスで移動 

［芝3≡5く…を］恵那駅　解散 

初めての方にもおすすめ　巨二蟻川援農隊雄

木更津市の特産品、ブルーベリー。
「市のPRと荒廃する農地を止めよう」

と、観光農園の皆さんが協力し、樹上で
完熟させて栽培する甘いブルーベリー
“ラビットアイ”を育てています。

ブルーベリーは、果実が完熟すると、や
わらかく最もおいしくなります。
一粒ずつ手作業の収穫のため、たくさん

の人手が必要です。

●旅行出発日
2021年　8月27日（金）

●旅行代金
【公共交通利用

大人お一人様

【マイカー利用

大人お一人様

●募集人員　1

（最少催行人員1

：JR馬来田駅集合】

6，800円
：富来田公民館集合】

3，500円
5名

3名）（マイカー5台まで）

※18歳以上限定（高校生は不可。）
※お申し込みは先酎贋での受付となります。

●申込締切日　2021年7月27日（火）

●食事　昼1回（弁当）
●添乗員　現地より同行いたします。
●企画協力
木更津市観光ブルーベリー園協議会
※雨天中止となります。中止の場合は、
前日の夕方17時までにご連絡致します。

陸島臭畠肘畠崩公民鯨
［8：5緋（公共交通利用の方）馬来田駅 

集合、徒歩にて公民館へ移動 
［彗≡◎緋（マイカーの方）富来田公民鶴集合 

オリエンテーション後、各農 
家で収穫作業 
（昼食は現場で弁当）作業終 
了、公民館へ移動、着替え 

［盈5：5毎］（マイカーの方）公民館　解散 

［呈5：55封公共交通利用の方）徒歩にて 

馬来田駅へ移動、駅にて解散 

※公共交通利用の方は、農園

一にてご

《集合場所への交通（参考）》【JR利用】
東京6：52＝8：17木更津8：20＝8：48馬

来田【マイカー利用】東京湾アクアラ
イン経由　木更津東ICより5分

農と食、ありのままの自然を大切にし、無農薬栽

培を行っているファーム・インさぎ山。都心から

も近く、気軽に昔ながらの農村体験ができます。

6月になると、‘‘梅仕事，，の季節。樹上で熟した「完

熟梅」でつくる絶品の梅干しを農家のお母さんと

作ります。簡単梅料理づくりなど、梅尽くしの
1日で、梅雨の疲れも癒します。

●旅行出発日2021年6月19日（土）

●旅行代金大人お一人様4，500円

小人お一人様4，000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。）

●募集人員　25名（最少催行人員15名）
※お申込は先着順での受付となります。
●食事　昼1回　●添乗員　同行しませ
ん。事務局がお世話します。
●企画協力　ファーム・インさぎ山

埼玉県
さいたま市

摘：童封現地集合 
農家のお母さんと梅干しづくり 

（青梅約1kg分お持ち帰り） 
梅料理づくり（昼食） 
じゃがいも収穫体験 
托名工摘■j現地解散 

《集合場所への交通（参考）》
［浦和駅・東浦和駅・大宮駅］各駅より路
線バス乗車。レマス停］代山下車。（集合
後、体験施設へご案内します。詳細は最
終のご案内でお知らせします。）

ファーム・インきざ山で、科学の実験！？

夏野菜を使って、実験や調理体験を予定。

自然や農業の不思議を発見します。

お子さん、お孫さんとの思い出づくりや、

夏休みの自由研究にピックリですJ

●旅行出発日2021年8月上旬
●企画協力　ファーム・インさぎ山

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、2021年6月頃、

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、お申込みください。



【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」

します。ご参加毎に日帰りコースは1個、

秋間梅林の梅農家に学ぶ！梅もぎと、梅干しを作るときにできる「梅酢」
で漬け込む季節のピクルスづくりをします。

地元のお母さんたちが考えた手づくりの昼食にも、地元の梅を使用！
今井農園で、3種の初夏の野菜収獲もJ（スやッキーニ・新じゃが・新玉ねぎを

提供：秋問梅林観光協会 玉ねぎ（イメージ）

●旅行出発日

2021年5月29日（土）

●旅行代金　　14．000円
●募集人員　22名（最少催行人員16名）
※お申込は先着順での受付となります。
●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　秋間梅林観光協会

ズッキーニ（イメージ）

圏麺蚕JR新宿駅

捻髄捌R新宿駅発 
道の駅みょうぎ 
（お買物） 
お母さん手作りの昼食 
梅もぎ 
梅酢ピクルスづくり 
3種の初夏の野菜収穫 

托款約］JR新宿駅　解散 

有機肥料で育った農家さん自慢の甘くて柔らかなアスパラガスを収穫。

地元で愛されるレストランで地元の野菜たっぷりのランチを召し上がれ。
じゃがいも（男爵）を2株童心に戻って掘り起こしてみましょう！

アスパラ収穫（イメージ） 昼食のサラダ（イメージ）

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。

干葉県
南房総市

日本一のびわの郷・南房総。露地栽培の3種のびわ狩りを行います。

大好評！南房総の漁師料理に舌鼓。

袖ヶ浦公園で、この時期、見頃の花菖蒲の散策も♪

●旅行出発日

2021年6月5日（土）

●旅行代金　　14，000円
●募集人員　22名（最少催行人員16名）
※お申込は先着順での受付となります。
●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

●旅行出発日

2021年7月10日（土）

●旅行代金　　14，500円
●募集人員　22名（最少催行人員16名）
※お申込は先着順での受付となります。
●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

露地びわ（イメージ）

提供：グノーンアース

壁堅重義壷JR錦糸町駅

［二：敷雛封R錦糸町駅発 
3種のびわ狩り 
花水木（昼食） 
お百姓市場（お買物） 
ゆりの里直売所・ 
袖ヶ浦公園（散策） 

托翫雛：；1JR錦糸町駅　解散 

璧監壷壷JR錦糸町駅

澤儲捌R錦糸町駅発 
道の駅「与－の郷」 
（お買物） 
アスパラ収穫（5本） 
湯津上村民食堂（昼食） 
じゃがいも収穫（2株） 

二十∴」R錦糸町駅　解散 

古くは室町時代からお茶が栽培されたとされ　だ買脚
る静岡県藤枝市0「朝比奈」地区では山間？琴痙轟
ばら（茶畑）で‘玉露”を栽培しています。新芽

が出始めた頃「こも」と呼ばれる日よけをし
て育てるため、苦みが抑えられ、強い“うまみ’’
のあるお茶です。

通常1番茶のみの貴重な玉露です
が、“名人’’前島東平さんと2番茶の

摘みとりを体験。さらに美味しい飲
み方や「飲むだけでない！お茶の食
べ方（試食付）」などをお聞きし、愉

しみます。

新緑の中、茶畑でゆっくりお茶をす
る贅沢なひと時を過ごしませんか？

璧俸翳内容は生育状況や天横により変更と
なる場合があります。

●旅行出発日　2021年6月26日（土）

●旅行代金　大人お一人様5，900円

※小人は大人と同額

●募集人員12名（最少催行人員9名）
●食事　昼1回

●添乗員　現地より同行いたします。
●企画協力　静岡県　藤枝市

藤枝市茶振興協議会

茶摘みの様子（イメージ）

晴天時は茶ばらで
玉露を愉しみますl

前島東平さん

封皇為

藤枯茶
シンボルマーク
「藤香ちゃん」

写真提供’藤枝市

転義義藤JR東海道本線焼津駅
掩：塾5］焼津駅集合 

茶畑へ移動し、説明・お茶摘み 
体験（約2時間） 
旬の地野菜で作ったお弁当 
（昼食） 
お茶の時間（お茶講座・交流） 

抱5：◎緋焼津駅　解散 

《現地までの交通（参考）〉
東京8：03＝ひかり＝8：21新横浜＝

9：02静岡9：21＝東海道本線＝9：33

東京都
世田谷区

「農」と共にある暮らしを大切にしている「そ

らまめ農園」さんをお訪ねします！米ぬかや

果実など天然由来で作った肥料を必要なだけ

使い、野菜の生命力に委ねて栽培。野菜の力

を十二分に引き出した、旬の野菜の収穫体験、

環境と共生した畑づくりも見学します。
無添加、見た目もかわいい野菜スイーツを手

がけるケーキ屋さん「七つの水仙」。山小屋の

トを使って、暑い夏も美味しいケーキを作り

ます！（予定）少人数ですので、あたたかな

ミニトマト（イメージ）／提供：そらまめ農園

様な店内で、「そらまめ農臥さんのミニトマ笥L
l J・＿Jヨヒ　　　一．ター　　　ヒヨトヽ　＿‾百J　土n＋・t　ヽ　＿　上＿　　　J＿・才一′人亡　h

雰囲気です。こだわり野菜とスイーツで自分＼ゝ
にご褒美しませんか？

●旅行出発日　2021年7月6日（火）

●旅行代金　大人お一人様7，000円

※小人は大人と同額
●募集人員　4名（最少催行人員4名）
※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。

●食事　昼1回（軽食）　●添乗員　同
行しません。事務局がお世話します。
●企画協力　ケーキ工房七つの水仙、

そらまめ農園
※畑から「七つの水仙」への移動は、タクシーを

使用いたします。

左：野菜スイーツ（イメージ）

右：七つの水仙（イメージ）提供七つの水仙

匿垂憂京王線芦花公園駅

露垂壷小田急線経堂駅

搾沼捌芦花公園駅　集合、徒歩 
にて畑へ移動 

旬野菜の収穫体験 
七つの水仙にてスイーツ作り 
・手作りの軽食 

「∴∴∴小田急線経堂駅　解散 

《現地までの交通（参考）》
新宿8：21＝京王線＝8：48声花公園


