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本紙の企画のお申込みは西日本事務所TEL：06－7651－3285までお願いいたします。

このページの企画は、10月9日（金）9時30分から先着順にて受付開始です。

【ふるさと倶楽部参加証】ふるさと体験交流の添乗員付き企画にご参加いただくと、鳥、
るさと倶楽部」の参加証を発行いたします。
ご参加ごとに日帰りコースは1個、宿泊コースは2個押印しますスタンプ5個で特典が
あります。

花御所柿はJA鳥取いなば地方でのみ栽培されています。糖度20

度を超えるものもあり『日本一の甘柿』ともいわれています。

郷土料理の昼食の後は、鳥取の美味しい野菜やらっきょうが育つ

秘密・鳥取砂丘の“砂”のお話もお楽しみに！！

●旅行出発日：
2020年11月26日（＊）

●旅行代金：

大人お一人様13．900円

※小人は大人と同額

●募集人員：22名（最少催行人員15名）

●食　　事：昼1回

●利用予定バス会社

奈良観光又は大和観光バス

●添乗員：全行程同行いたします。

大阪府
大阪市

監謹選JR新大阪駅
［7：45りR新大阪駅発 

農家さんと散策しながら 
花御所柿収穫 
物産館みかど（お買物） 
砂丘会館（昼食） 
鳥取砂丘の話 
砂の美術館（見学）※ 
」A鳥取いなば直売所愛菜館 

（お買物） 
［1鋸、5日R新大阪駅、解散 

※砂の美術館の混雑状況により行程が入れ替わる場合がございます。

難波葱は葉が柔らかく強いヌメリと濃厚な甘みが特徴です。難波
に広がっていたネギ畑ゆかりの難波八阪神社周辺を散策後、難波

葱を味わい、収穫を体験します。300年の歴史・大阪木津卸売市場
見学＆お話＆お買物もお楽しみにJ

r1．．やふ

賢覧：＿賢三
●旅行出発日：

2021年1月16日（土）

●旅行代金：

大人お一人様5．300円
※小人は大人と同額

●募集人員：20名（最少催行人員10名）

●食　　事：昼1回

●添乗員：現地より同行いたします。

目黒嘲大阪メトロ御堂筋線 

大国町駅集合 
大阪木津卸売市場 
（市場紹介・見学・お買物） 
難波葱ゆかりの地を訪ねて 

歴史散策 
ホテルソビアルなんl掴町（昼剣 

大国町駅＝塾＝ 

長居駅 

難波葱収穫体験 
臣鳥0」大阪メトロ御堂筋線 

長居駅解散 

大阪府
交野市枚方市ゝ

北河内地域に位置する交野市で、この土地での栽培に適した農作
物としてトマトの栽培をされている農家さんを訪ね、ミニトマト
を収穫します。（約500g）さらに「くらわんか船」で栄えた東海道
五六番目の宿場町「枚方宿」をガイドさんと一緒に散策します。

●旅行出発日：
2020年12月13日（日）

●旅行代金：

大人お一人様5，300円

※小人は大人と同額

●募集人員：15名（最少催行人員8名）
●食　　事：昼1回

●添乗員：現地より同行いたします。

大阪府
岸和田市

r
仏し 河内磐船駅　集合

（路線バス・徒歩にて移動）
ミニトマト収穫体験とお話

（路線バス・徒歩にて移動）
交野駅＝畠＝
（京阪電車で移動）

枚方市駅
東海道五六番目枚方宿散策
割烹藤（昼食）
5と枚方公園駅　解散

衝撃の人参”ともいわれる岸和田産の「彩誉（あやはまれ）」。2002年
に岸和田で開発された極めて甘い品質の人参の品種で、糖度が特
に増す12月～2月にしか収穫されない希少なブランドです。

●旅行出発日：
2021年1月17日（日）

●旅行代金：
大人お一人様10．800円

※小人は大人と同額

●募集人員：22名（最少催行人員18名）

●食　　事：昼1回

●利用予定バス会社

国際興業大阪又は大和観光バス

●添乗員：全行程同行いたします。

鞍馬大根
（イメージ）

在団　なんばOCAT
「qィ¶ ［一∴ノ、 �二〕］なんばOCAT　集合 

彩誉と鞍馬大根収穫 
農産物直売所愛彩ラン 
ドにて昼食／お買物 
岸和田城（見学） 
だんじり会館（見学） 

書■1仁・r �コ0＿1なんばOCAT解散 

新型コロナウイルス感染予防ガイドライン
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・／／www．znkor，jp／）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、バッチ等の配布

物を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くことをご理解ください。

○集合時1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（発熱霊味覚・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。

・援農隊の交流会は、時節柄、開催しないこととします。

○宿泊時，シャンプーなど消耗品・アメニティ（歯ブラシなど）はご持参ください。
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・当会は、GoToトラベルキャンペーンの登録業者となっております。当キャンペーン適用企画は、右の公式ロゴを記載しております→
・今後、感染状況の著しい拡大があり、感染の状況がステージ3相当に引き上げられるなどの動きが出てきた場合には、政府全体の方針に基づき、

東京都を含めた全ての都道府県で対象外とするかどうかの判断が改めて行われる場合がございます。
＜注意事項＞ご一読の上お申し込みください。・給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。当会およびGoToトラベル事務局は給

すので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取
消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当会およびGoToトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申し込み
ください。10月1日以降出発の企画では、ご旅行代金に応じた地域共通クーポンが別途付与される予定です。＜東京都在住のお客様へ＞東京都が目的地となって
いる旅行と東京都に居住する方の旅行について、10月1日以降に開始する旅行より支援対象とすることが決まりました。詳細は、お申込み時にお問い合わせいた
だくか、当会HPにてご確認ください。・制度の詳細に関しては、GoToトラベルキャンペーン公式HP（https：／／gotojata－net．Orjp／）にて、ご確認ください。・Goto

トラベルキャンペーンは、9月18日時点の政府発表の取扱要領に基づき掲載しております。変更が生じた場合には改めてご案内申し上げます。

⊂コ苺三支毒等農隊 ，EL‥。6＿7651＿3285までお願いいたします。蒜準

本紙の企画のお申込みは西日本事務所

欝紀の川八朔収穫憾讐個 ������騎あやはまれ（彩誉）収穫隊儲抄鬱 
買■GJ たわわに実った八朔を“総療り“！　　　y′窯　　滞、 ������岸和田ブランド！甘いにんじん、あやはまれ（彩誉）の収 

作業は難しくなく、初心者にもオ �第．．こ∴ �����穫をお手伝いしませんか？岸和田の若手農家さんが、あ ≡姦■ず′ ススメ　か　　、　ると　ス　　　　　髪、 ����� �やはまれの普及 �に向けて頑張っ �ています！ 
．0　　　　　　　　　　　　　　　日　　　　　　　　ヽ ����わ＿亀 バ料 

ツ誓警味わえますよ♪　　禦緊要＿転瓶 ������‾藍深誓慧禦慧：一一登禦三、－ 　　　　′軌‾鴫 �遜慧顎廃※‾盗㌧‾≡‥ � 

●旅イ丁出発日．2020年 12月12日（土ト19日（土） �野蒜感‾， 　　　－‾寧メ㌧‾ 　　　むだ �����・′　享1－・y三一一・一・ 一一∴　一間 �∴、章一＿＿＿、＿＿＿′＿＿′＿′‾＿＿儀忘喜 　　一山一′醸釆 �慧＿・・嵐慧済表し・毒慧琴′‾蕪こ‾ 

★ �，‾Ⅴ �訂． 　　　践蘇買幣 

．＿、20日㈲・2餌吐）　毅三三シー▼　慧ゝ§でく箋一一・㌔議長ノ ���� ��　　　一一一、・凛 ㌦　　－漂、′難字＞ン、．．・ �憾覇帯転機準妾こ∴賢，ヾ �でく　、一律、7－と了；㌢ノ＿、こ、、▲′．　～、ゝ篭雲音素漂、▲三幸t 

：器態£：≡禁さい。腰J去 �����；▼■≦ 粉河駅 �漂章一 冒 ●旅行出発日：2021 �喝勝二‡′＿ 年1月23日（土） �澗鱒闊麺済－＿＿一対 匠国JR東岸和田駅 
※現地までの往復交通費は含みません。　　　　′ ●募集人員：各日3名　　　主二7：5別」R熊取駅集合 ������●旅行代金： 　大人お一人様 �3．900円 

※18歳以上震諸法諺日2名）［さ警 ※お申込は先着順での受付となります。 ●申込締切日：2020年11月12日（木） ●食事：各日昼1回 ●添乗員：同行しません。 現地係員がお世話いたします。 �泉バスにて粉河駅へ） （マイカー利用の方） 粉河駅集合 八朔収穫作業 青洲の里（昼食） めっけもん広場（お買物） 八朔収穫作業 �����※現地までの往復交通費は含みません。　　捻50」JR東岸和田駅集合 
●募集人員：5名（最少催行人員3名） ※18歳以上限定 ※お申込みは先着順での受付となります。 ●申込締切日：2020年12月24日（木） ●食事：昼1回 ���（路線バス・徒歩にて移動） あやはまれ収穫作業 昼食 農産物直売所愛彩ランド （お買物） あやはまれ収穫作業 

●企画協力：JA紀の里、　　　　　　　「16：4．5 �］粉河駅＝隔＝ �����●添乗員：現地より同行いたします。 �� �（路線バス・徒歩にて移動） 

（一社）紀の川フルーツ観光局　　甘7：50．］」R熊取駅　解散 ������畑∬朝」R東岸和田駅解散 

圏西宇和みかん収穫隊 ������ � �1 
摩・‾【∫ 庭草賢兄 

★誌左右芸芸蓋芸；て‾ン顔 甘～い西宇和みかんの手作業での収穫 �� �� �＋十 丸 て′；＞、∴－ �謬葛篭がん畑 ��JAにしうわ本店 

窃国JR松山肘 は、たくさんの人手が必要です！　　　　　　　　　　　　　　Ⅷ 

段々畑が広がる西宇和で、気持ちのい　　　，‥．ヨ■鮎＿ふ．＿ ������′・；、、、㌢…　い葦ぎ…　［11‥45］（」R利用の方）JR松山駅集合 

い汗を流しませんかJ ●旅行出発日：2020年11月21日（土） �� � � ��ノ蒜ノノ適1遽芝Aにしうわ集合書 

●旅行代金（大人お一人様）　28．000円 �� ����　八幡浜セ／チュリーホ丁ルイトー【泊】 ［8‥00］宿にて朝食後、圃場へ移動　朝 ［終日］収穫作業、現場にて昼食　○ ．筋。・…≡2［16＝30］作業終了　　苦 

旅行代金への給付金　　　　9，800円　　　　　ふ∴ ����� 

睾室塾睾翠（大人お一人様）18．200円 地域共通クーポン（別途お渡し）4，000円 �� 
㊦　　淫ら 

嵐由・ニー（イ＿メ ���イ　′　　にて 一二一号芸一一′′3、、－－′、ノノ、′一教ノ六 ���八幡浜センチュリーホテルイト一　泊　　○ 

※現地までの往復交通費は含みません。 ������� 

●募集人員：15名（最少催行人員10名） ��‰　　・　■1　‾　1■ �����［8・00］宿にて朝食後　圃場へ移動 

※18歳以上限定 �� ���� �［午前］収穫作業 作業終了後 ［15：00】JR松山駅解散 集合場所への交通（参考） 【大阪から】新大阪駅7：15＝ ＝特急しおかぜ3号＝11：1 �　朝 　〇 、昼食・着替え琶 　夕 　× 新幹線さくら545号＝8：04岡山駅8：32 5松山駅 ＝ANA＝松山空港＝11：45松山駅 洲ICより約30分 

．芸芸芸諾チ芸誤誓冨誓芝？ます‘蘇錮臨 ����、：毎も七山 一・慧一一■・ ��　3 　㌢、 客丸．；‾轟‾凋 　ヽ みかん収穫 

●企画協力：西宇和みかん支援臥JAにしうわ　　絞　．＿箋≡ ������上■旺遮巳臨 �【東京から】羽田空港9：40 【マイカー利用】松山道、大 
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愛媛県
上島町

当会は、GoToトラベルキャンペーンの登録業者となっております。

当キャンペーン適用企画は、左の公式ロゴを記載しております
・国土交通省、観光庁協力のもと、感染リスクを避けながら安全に旅行をするための留意点がまとめられました。

感染リスクを避けて安心で楽しいご旅行にするた捌こ、新しい旅のエチケットのご協力をお願いします。

（https：／／www．jata－net．Or．jp／virus／pdf／2006＿neWqetiqtourismleaflet．pdf）

上島町（かみじまちょう）は愛媛県の北東部、広島県との

県境に位置する、25の島からなる「離島の町」です。

島内には信号が一つもなく、オープンマインドな島民が温
かく迎えてくれ、何気ない“日常’’が体験できます。

体験を通じた島民のおもてなしは驚きにあふれ、あなたの
五感をきっと豊かにしてくれます。

★GoToトラベル事業支援対象企画です！

●旅行出発日：2020年12月4日（彙）

●旅行代金（大人お一人様）　58．000円

旅行代金への給付金　　　　20，300円 肥遡‾－‾二千一＿l、＿＿
お支払実額（大人お一人様）37．700円

地域共通クーポン（別途お渡し）9．000円

※現地までの往復交通費は含みません。

●募集人員：10名（最少催行人員7名）
※18歳以上限定

※お申し込みは先着順での受付となります。

●申込締切日：2020年11月4日（水）

●食　事　：朝2回、昼3回、タ2回

●宿　泊　：インランド・シー・リゾートフェスパ

※基本は2名1室利用となります。

●添乗員：現地より同行いたします。

●利用予定バス会社：上島町島内パス利用

●企画協力：上島町、上島町商工観光課、（株）しまの会社

島根県
浜田市

石見神楽・石州和紙・たたら製鉄…伝統文化が残るまち「浜田」

浜田市は島根県西部の真ん中・日本海を望む位置にあ

り、古くから港町として栄えてきました。

伝統文化が多く残り、江戸時代大坂の商人に重宝され

た「石州和紙」や、ダイナミックな演舞の「石見神楽」

が今もなお守られています。

この地域特有の産業「たたら製鉄」で栄えた集落で、

当時の調度品などを大事に受け継いでいる方を訪ね

お話を伺います。また、石見神楽に欠かせない、

玩具面の工房を訪ねます。

★GoToトラベル事業支援対象企画です！

●旅行出発日：2021年1月23日（土）

●旅行代金（大人お一人様）　45，000円

旅行代金への給付金　　　14，000円

お支払実額（大人お一人様）31，000円

地域共通クーポン（別途お渡し）6，000円

※現地までの往復交通費は含みません。

●募集人員：13名（最少催行人員10名）

※18歳以上限定

※お申し込みは先着順での受付となります。

●申込締切日　2020年12月22日（火）

●食　　事：朝1回、昼2回、夕1回

●宿　　泊：ホテルルートイン浜田駅前

※シングルルームとなります。

●添乗員：広島駅より同行いたします。

●利用予定バス会社：㈱イワミツアー

●企画協力：浜田市ツーリズム協議会

1 �LD9：3封福山駅　集合（バスにて土生港へ） �朝 

土生活～（生名フェリー）～立石港 
ゆめしま海道（休憩）・しまでCafe（昼食） �× 
上弓削高潰八幡神社 �昼 
上弓削町並み散策（願成寺立寄り） �○ 
郷土料理作り体験　他 �夕 

［17：0引宿到着後、地域の方と交流会（予定） �○ 
インランド・シー・リゾートフェスパ【泊】 

2 �拍7：30］朝食後出発 �朝 

沌7：月刊弓削港～（快速船）～岩城港 
タムラ食品（芋菓子づくり見学） �○ 
リモーネ・プラザ（お買い物） �昼 
でべそおばちゃんの店（レモン御膳昼食） �○ 
積善山展望台（見晴らし広場） �夕 
島野菜の収穫体験・祥雲寺観音堂 �○ 

昌6：30］岩城港～（快速船）～弓削港 
［17：10」宿到着 

インランド・シー・リゾートフェスパ【泊】 

3 �粋H廟朝食後出発 �朝 

藻塩づくり体験・海藻押し葉アート 
海の駅舎ふらっと（見学） �○ 
弓削港で橋見学と昼食 �昼 

［ユ3：3別立石港～（生名フェリー）～土生港 �○ 

日ヰニ15］バスにて福山駅へ �夕 

書二15：301福山駅　到着・解散 �× 

集合場所への交通（参考）

【大阪から】新大阪駅　8：24＝（のぞみ1号）＝9：26福山駅

【東京から】東京駅　　6：00＝（のぞみ1号）＝9：26福山駅

1 �津H朝」R広島駅　集合 �朝 

高速バスおろち号にて浜田駅前へ 
Gallery＆CafeFUN（海辺の古民家カフェ／昼食） �× 

柿田勝郎面工房（見学） �昼 
浜田漁港にて �○ 
「あんこうの解体」見学と �夕 

霊芸言要要望　　ヽ■』 �○ 
（あんこう料理の夕食）　▼『『■r 

浜田三宮神社（石見夜神楽鑑賞） 
仁∴十　ホテル　着 

ホテルルートイン浜田駅前【泊】 

2 �甘黒潮　宿にて朝食後、バスにて移動 �朝 

古民家茶屋杉長迫にて昔の暮らし体験 
（たたら製鉄に従事された方々の話、 �○ 
昔の調度品などを見学） �昼 

（積雪により中止の場合：歴史資料館の見学他） �○ 
エクス和紙　玩具絵付け体験 �夕 

さか本（魚料理の昼食） �× 
高速バスおろち号にて広島駅へ 

［ユ6：30］広島駅解散 

集合場所への交通（参考）
【のぞみ1号】東京駅6：00＝8：22新大阪駅8：24＝9：49広島駅
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コロナ禍で「ふるさと体験交流」企画が中止となることも多い中、農家での

体験を楽しみにされている皆様の為に、おうらで、“あの生産者さん”の畑に
行った気分を味わえる取り組みを、農家さんと共同で企画しました！

「おうちでつながろ。西日本版」のお申込は西日本事務所TEL：06－7651－3285までお願いします。
＝一一一お申し込み締め切り：各発送日の10日前まで－－一一一

阪上さんからの一言Message

皆さんお元気ですか？今年の夏は新型コロナ

ウイルスの関係で収穫体験が実施できずに残

念な思いでいっぱいでした。

皆様も外出を控えられるなか、ぜひご自宅で

も畑で採れたての新鮮な野菜を味わってほし

いと思い、この企画に参画しました。また皆様

にお会いできることを楽しみにしています！

京野菜を中心に様々な種類の野菜を栽培され
ている藤田さん。畑で収穫をしながら京野菜の
お話を聞くのも楽しみです。
「きょうと食いく先生」として、ボランティア

で子供達に食農体験もされています。

藤田さんからの一言Message

いつもふるさと倶楽部会員の皆様が畑に来

て、楽しく収穫している姿を見るのが楽しみ

で、毎日の仕事の励みにしています。

今回は年間約200品種を作る野菜の中から
選び抜いた逸品をお届けします。

京都産の自慢の野菜をどうぞお楽しみください！

岡さんからの一言Message

いつも当園までお越し頂きありがとうございま

す。皆さま援農隊のおかげで、柿摘膏から袋か

け、収穫までお手伝いいただき大変助かってい

ます。今年は新型コロナの影響で苦労していま

すが、早く元に戻ることを期待しながら、皆様
にお出会い出来る日を楽しみに待っています。

くれぐれも抑こはお気を付けくださいませ‥・。

南農園は1年を通して収穫できる農業を目指し、み
かん・柿はもちろん山椒や梅・レモンなど多品種の
柑橘類を中心とした農業に取り組んでいます。
また食青やみかんの普及と消費拡大にも積極的で
収穫体験や援農事業にもご協力を頂いています。

南さんからの一言Message

昨年は田舎暮らし御酒町にお越し頂き有り難うござい

ました。今年は5月の山椒摘み体験や7月の山村雛）実収穫援畏

隊でのお越しを楽しみにしていましたが、新型コロナの影響で

中止となり大変残念でした。農家は元気ですが、新型コロナの影

響も受けていますっ是非このような取り組みで皆様と我が家の

農作物がつながれば幸いで先お申込みお待ちしています！！

一室

■農作業の内轡は天候の影響や生育状温蛸の状況、農作業上の都合により変更・中止となる場合があります。※コース表に記載されている鳩間は目安であり、交通事情や天候等の影響で変更になる場合があります。
‾‾　　＿　　　　　　　　　　≠宰叩1←

◆蝶含旅行兼務取扱誓漢音とは、お客様のご旅行を取り縫う店舗での耶陀明する責任者ですuこのこ旅行に関してご不明な点があり表したら、ご遠慮なく下記の取殺管理者におたずね下さい亡　◆大人は中学生以上の方、小人は4歳以上小学集以下の方（JR儀

空轍を利用するプランにつきましては3億以上）が対漫となり末す。寮た、2～4歳未満の幼児につきましては、パス座席料として1日につき2．00〔）円を申し受けます。但し、JRを利用するプランやコース毎に乳働児料金の記載がある場合嵐茎該料金を湧目します，

◆旅行代金に含まれるもの■行程表に表示した往復交通費、食事、宿泊費、人垣、体験費乱　◆「現地集合・解散プラン」の交通費は辛目魚群となり手す。◆定員になり次第狩め切りますが、キャンセル持ちは申し受けます。◆中学牛以下の方に付きましては保護

者同伴とします，◆利用予定パス会社は．当会「突切パス会社リスト」（当会ウェブサイト内　https：／加WW．2nk．Qr，lP）をご覧ください。ウェブサイトをご覧になれない方は、当会までお問合わせください。

■旅行企画・実施（お申込み・お問合せ）

軍票罰雑事登録旅行某第2－6845腎

ダ牒（垂）全国農協観光協会
〒101－0021東京都千代田区外神田1－16－8　Nツアービル4隋

讐芸㌘慧芸警芸芸芸去雲芸矧函醜則　塵雷管窒晋宝

西日本事務所　　　総合旅行菜務取扱哲理者．浅見茂樹

〒532・0003大阪市淀川区宮原4・3・39　大広新大阪ビル3階

TEL．06・7651・3285
【受付時間】9こ30～17：00（士・訃祝日除く）FAX．06－6391－1391

霊受託販売

この旅行条件は、2020年9月17日現在の運賃・料金を基準としています。

～国内旅行保横加入のおすすめ～

お客様が国内旅行行登中に、急激かつ偶然な到来の事までけがをした喝含、多顔の治寮費、移送責等がかか億ことが直り宗す。また

事故の縁台．震畜賓への賠償金等求や賠際会日収が困難な場合がありますやこれらの移送責、また、死亡後遺症障害等を壌捧する

匡内旅行保樹こお客様日算でご加入されることをお勧めしています。蟹内旅行雫険については、学会係員にお問い合わせください。

全国農協観光協会 h什PS：／／www．Znk．oLjp／

ホームへ鵬ジからのお申込みはクレジットカード（AME〉く、JCBを除く）決済となります．

FAX、Eメール、ハガ牛にてお申込みの場合は①企画名②希望出発日せ氏名（フリガナ）

⑥性別⑤年齢⑥郵便番号ご住所⑦篭精番号FAXをご明紀くだぎいJ参加者全員分）

喜虻プ£忘票長します。

・長方喜棟こ1黄況にこっ丁はヨ紙の手配内村に考弄れていなし情、別．執法認偏遇甘粛腰になる可能性があり言すし請出は1旅17条件．削ぎ）

国丘沖ふみ条件」を確崇のニ∴特別な藍尿・指笛が蛮要と忘る可辣性がある方はこ相識㍗はてし掟だきま小刀でJ首針お味しらくだごい、

全きl貴地の農村や農業体験、渓農ボランティ

アに駕するLINE香西己信中です㌧QRコ一半又は

‡Dより、お友達豊緑をお願いいたします。

等【lD】＠728vhtfg


