
神奈川県大井町

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。）

～初めての方にもおすずめ閂握摘援農綜～

神奈川県南西部、里山の景色が残る大井町。

この時期は、丘陵地のみかん畑が一

面黄色く色づきます。しかし、農家

さんの高齢化によって手作業の収穫

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？ ～受入農家　夏苅さんより～　夏に

摘果隊の皆様にお手伝いいただいたお蔭で、順調に生暫

し、たわわな実りが期待されますこ年の瀬を控え、何かと

気忙しい時期ですが、皆様のお越しをお待ちしています。

※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、各前日の夕方までにお電話にてご連絡いたします。

～初めての万にもおすすめ

ぎ‾‾盲帰り援農隊～

東京都羽村市の唯一の水田「根がら

み前水田」では、コメの裏作を利

し、チューリップを栽培していま
植え付け作業（イメージ）　　チュールプ（イメージ）

す。町を花で彩ろうと、地域の農家　　首鼠蒜蒜遠同定　提供‥‘（二社）霜蒜表光義

が立ち上がり、チューリップ球根を育て始めました。

今では、水田に、約35万球のチューリップが咲き誇りますが、11月

の植え付けは一つ一つ手作業で行うため、多くの人手が必要。

ご参加お待ちしています！

●旅行出発日

2021年【1薇】11月20日（土）

【2薇】11月27日（土）
●旅行代金（大人お一人様）2，800円
●募集人員　各班10名
（最少催行人員　各班7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　2021年10月20日（水）
●食事　昼1回
●添乗員　全行程同行いたします。
●企画協力　羽村市チューリップ生産組合、
（一社）羽村市観光協会、西多摩農業協同組合

糟矧劉羽村駅　集合
圃場へ移動（徒歩約20分）
オリエンテーション、着替え

後、球根植付け作業、他農
作業（昼食は現場にて）
作業終了、着替え後、
駅へ移動（徒歩約20分）

［鼠6：望⑬］羽村駅　解散

※雨天時は植付けが出来
ないため中止となりま
す。中止の場合、各前日の
夕方までにお電話にてご
連絡いたします。

《集合場所への交通（参考）》新宿7：52＝中央線＝8：18立川8：26≡＝青梅線＝8：45羽村

●旅行出発日

2021年【1薇】12月11日（土）

【2薇】12月15日（水）
●旅行代金（大人お一人様）5，800円
●募集人員　各班20名
（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　2021年11月11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
神田交通又は松田合同自動車（タクシー）
●企画協力　神奈川県大井町
※現地の移動は、バスまたはタクシーを使用します。

千葉県

鱒川市

～初めてのプ封こもおすすめ日帰り援農隊～

美しい海岸が有名な千葉県鴨川市。

黄色く色づいたみかん畑など、里山の景色

も見ることができます。日光をたくさん浴

びて育った鴨川のみかんは、味の濃さ・香

りの強さが自慢。しかし、大切に育てたみ

かんも収穫が遅れるとサルや烏が食べて

しまい、農家さんを悩ませていま

皆さんのお手伝いをお願いします

●旅行出発日

2021年12月4日（土）
●旅行代金（大人お一人様）

【公共交通：安房鴨川駅集合】5，000円

【マイカー：みんなみの里集合】3，500円
●募集人員15名（公共交通：10名、マ
イカー：3台まで）（最少催行人員10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　2021年11月4日（木）
●食事　昼1回
●添乗員　全行程同行いたします。
●企画協力　鴨川市農林業体験交流協会
※現地の移動は、タクシtを使用します。

［9：◎緋（公共交通利用の方）新松田駅

集合、四季の里へ移動
［9：五割（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

［温蔭：3緋（マイカーの方）四季の里解散
抱窃：穏5］（公共交通利用の方）新松田駅に

て解散

《集合場所への交通（参考）》【小田急
線（急行）利用】＜土日＞新宿7：23＝
7・55町田8：00＝8：44新松田

＜平日＞新宿7：19＝8：47新松田

安房胤Il駅／みんなみの里

［温窟：9郎（公共交通の方）安房鴨川駅

集合、みんなみの里へ移動
相談細（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

ほら：2削（マイカーの方）みんなみの里解散

は蔭：穏別（公共交通の方）安房鴨川駅解散

※公共交通利用の方は、駅から畑への

移動はタクシーを任用します。マイカ
ーの方は、各自マイカーにて移動いた

だきます。
《集合場所への交通（参考）》

【高速パス】※予約不要。東京735＝京成バスア

クシー号＝安房鴨川959　【JR利用】東京625＝

京葉線7：14蘇我7：18＝外房線＝安房鴨川917
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10月11日（月）9時30分から先着順にて受付開始です。

東京都
あきる野市

（ホームページからのご予約は10月14日（木）10時～です。）

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、山間の閉校

した小学校を利用した、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’’の山裾で収穫体

験をします！（里芋1株、大根1本）
昼食は清流‘‘秋川，，の「ますの塩焼き」、

地元野菜を使用した「けんちん汁」を
召し上がれ。地元のお母さんの手ほ
どきで、こんにゃく＆ゆず味噌作り。

（出来立てをご賞味ください）東京
の奥座敷、秋色に染まった‘‘戸倉の里

山’’の魅力を、堪能いただきます。

●旅行出発日

2021年11月23日（火・祝）

●旅行代金　大人お一人様5．300円

小人お一人様5，000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とします。）

●募集人員20名（最少催行人員15名）

●食事　昼1回

●添乗員　同行しません。

現地係員がお世話します。
●企画協力　秋川渓谷戸倉体験研修センター

温暖な気候の中、様々な農作

物が作られている大井町。
1960年代、みかんの代作とし

て植樹した「フェイジョア」

ですが、なかなか日の目を浴

びずにいたところ、農家さん

「【冊■〔【▼▼‾【▼‾｝－収穫体験

顧慮武蔵五日市駅
［9：望薗］JR武蔵五日市駅集合 
路線八〇スにて戸倉ハ’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 

料理（ますの塩焼きと地元野菜 
のけんちん汁）の昼食 

こんにゃく＆ゆず味噌作り体験 
戸倉しろやまテラス　出発 
路線八〇スにて武蔵五日市駅へ 

ほ銑鋼］JR武蔵五日市駅解散 
《集合場所までの交通（参考）》

東京7：37＝中央線＝8：18立川8：34＝

青梅線・五日市線＝9：08武蔵五日市

の声で、特産品開発が始まり　　　　　各写真提供：（‾社）神奈川大井の里体験観光協会

ました。バナナやパイナップルを混ぜたような酸味と甘み、洋ナシの様
な食感がある貴重な国産フェイジョア。加工体験（シェイク等を予定）と、

農家さんからこれまでの道のりをお聞きします。また町内で生産された
そば粉で作るそば打ち体験で、秋の里山を味わいます。

●旅行出発日2021年11月25日（木）

●旅行代金（大人お一人様）9，500円

●募集人員10名（最少催行人員8名）
●食事　昼1回

●添乗員　同行しません。

現地係員がお世話します。
●企画協力

（一社）神奈川大井の里体験観光協会
※現地の移動はタクシーを使用します。

這貰‡・∵新松田駅

［9：星5］新松田駅集合 

四季の里へ移動 

農家さんからフェイジョアの 
お話、フェイジョア加工体験。 
季節野菜の収穫体験・そば打ち体 
験・昼食（収穫した野菜の天ぷら付） 

［量尋：2◎］新松田駅にて解散 

《集合場所への交通（参考）》【小田急線（急
行）利用】新宿7：34ご9：02新松田

「江戸東京野菜」とは江戸～昭和時代

に栽培され自家採種でタネを採ること
ができ、長い年月を経て、その土地の

風土に合った野菜です。それぞれの野

菜にまつわるストーリーを聞きながら

収穫体験。味も見た目も特徴的なお野
菜で江戸の歴史に思いをはせてみませ
んか。（収穫は、練馬ダイコン・亀戸ダ
イコン・品川カブ・馬込三寸ニンジン

他、数種類の野菜を予定しています。）

●旅行出発日　2021年12月12日（日）

東京メトロ平和台
（宥和脚副静亡痛齢

［盈3≡3割東京メトロ平和台駅集合 
徒歩にて圃場へ移動 
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 

浄誠朝圃場にて解散 

●旅行代金Aプラン／お一人様　5，300円※1名参加（収穫した野菜1山）

Bプラン／お一人様　3，000円※2名1組参加（野菜1山）

Cプラン／お一人様　2，000円※ご家族3名参加（野菜1山）

※各プラン小人同額　※1グループ4名の場息Bプランを人数分お申込みくださし㌔

※お1人様はB．Cのお申込みはできません。※収穫物は山分けとなります∴須レープ1山の量

は、分けると少量・品目によっては不均等になる場合がございます。

●募集人員　20グループ限定。もしくは40名に達し次第締め切ります。

（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
お世話します。●企画協力　江戸東京野菜コンシェルジュ協会

※生育状況により収穫・お持帰りのお野菜は変更と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帰りいただき

美味しくお召し上がりください！

埼玉県
さいたま市

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。冬にじ

っくり仕込むとおいしい「埼玉県産大

豆」で作る味噌づくり（コツが必要な大

豆の水漬けは事前に行っているので安

心！）お昼は、季節のお野菜とお味噌で

「けんちん汁」を作りほっこり温まり

ます。午後は、じゃがいもを植付けし、

春の畑支度ですJ

右・左下／味噌作り
左上／けんちん汁の昼食

（写真はイメージ）

恋還ファームインさぎ山

●旅行出発日
2022年2月12日（土）

●旅行代金大人お一人様6．000円

小人お一人様5，500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とします。）

●募集人員　20名（最少催行人員15名）
●食事　昼1回　●添乗員　同行しませ
ん。現地係員がお世話します。
●企画協力　ファーム・インさぎ山

摘湧別現地集合 
農家のお母さんと味噌づく 
リ（作ったお味喝1kgお持 
ち帰り）、お昼ごはんづく 
リ、季節野菜で作るけんち 
ん汁の昼食 
じゃがいもの植付け体験 

托掲；3◎］現地解散 

《集合場所への交通（参考）》［浦和駅・
東浦和駅・大宮駅］各駅より路線ハ■ス乗

車。［ハ○ス停］代山下車徒歩2分。（代山に

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）

【滑川町めぐみセット内容】
原料柿（美濃柿又は蜂屋柿8個程度）、ころ柿のレシピ

れライン企画

谷津田米にぼろたん乗、武州ころ柿。

里山の恵みをたっぷり受けた滑川町
の特産品です。里山の恵みを巡り、

滑川町の食と暮らしに触れます。
なかでも’’武州ころ柿’’は、滑川町に

明治から伝わる製法で作られ、かつ
ては、100万個も出荷されていまし

た。現在は生産農家から技術を引き

継いだ武州ころ柿生産組合が、次の

世代へ歴史をつなごうと奮闘中！
みなさんもおうちで、ころ柿づくり

にチャレンジしませんか？

蘭福毒毒蒜ら）Z。。m面蒲
満丁の里めぐり（武州ころ柿の加工場を
葦訪問・ころ柿の歴史語り・ころ柿づくり
もに挑戦J・町の特産めぐり・交流）絶望：88］

吊るし用の紐、谷津田米2㌔、ぼろたん栗500宕ラ（低温で1か月じっく
り熟成するから甘い！＆美味しく食べられるレシピ付きJ）※天候不順等により

柿の状態が悪い場合は、さつまいもに変更となります。予めご了承ください。

無料オンライン
会議システム

●日時2021年11月10日（水）10：00～12：00

●代金　4，500円（食材・送料・税込み）　　　「zoom」を使用

芸；；；；霊宝芸文冨‡ンラ．ン．ベント参加　立話き‡芸孟
Cプラン：商品購入＆本会会議室にてイベント参加　いただけます。事
●発送日：11月8日（月）頃　締切10月遡日（金）正午　　前に参加方法を

●募集人員10名（最少催行人員4名）　　　　　ご案内いたしま
※各プラン合わせて10セットoCプランは4名まで言誤賢覧
●企画協力　滑川町農泊推進協議会



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。

【ふるさと倶楽部会員証】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（

下仁田町

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1．5kgじっくり仕込みます。（仕上が

りは1年後）食物本来の旨みを引き出す
塩麹・醤油麹の仕込みも体験！（各1瓶
150g持ち帰り）

お昼に、ぬかかまどで炊いた新米、手作

り発酵食品、朝どり野菜をたっぷり使っ
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！発酵食品の試食に季

節の野菜収穫と、盛りだくさんの一目で＼
す。

●旅行出発日

2021年11月13日（土）

●旅行代金お一人様12，500円

※小人同額
●募集人員　22名（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。
●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　滑川町農泊推進協議会

神奈川姦
小日原市

提供：滑川町農泊推進協議会

選国新宿駅
日工㍊新宿出発 
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） 

［皇冒′三3堕］新宿駅　解散 

群馬県の西部、荒々しい岩肌の妙義
山のふもと。ネギといえば下仁田。
とろけるような舌触りと甘味が特

長のネギを、10本収穫します。

お昼には、ネギ入りの“すき焼き”

を召し上がれ！

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”の収穫も止。

●旅行出発日

2021年12月9日（木）

●旅行代金　お一人様14，000円

※小人同額
●募集人員　22名（最少催行人員14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

監望聖賢新宿駅

巨上皇新宿駅出発
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）
托7：36］新宿駅解散

温暖な気候と富士山の火山灰による水は
けのよい土壌が特徴の小田原市はみかん
の栽培が盛ん。海を臨む圃場からの景色が

素晴らしい涌井農園さんで、みかん（2kg）
とレモン（2～3個）を収穫します。

お昼には、地元の野菜にこだわった特製ラ

ンチをどうぞ。お店自慢のみかんジュース

の1本付き！

あきさわ園で冬野菜収穫（白菜と大根を

予定）と新鮮で豊富な品揃えと評判の

朝ドレフア～ミ少で、朝採れ野菜の

お買物も！

●旅行出発日

2021年12月18日（土）

●旅行代金　お一人様12，000円

※小人同額
●募集人員　22名（最少催行人員14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

那珂川町

清流・那珂川と里山風景が素晴らしい那珂
川町。木鉢でそば粉に水を加え混ぜ合せる
“水回し’’から行う本格的なそば打ち体験

をします。打ちたてのそばは、地元産野菜
のかき揚げと一緒にいただきます。八溝山

系の豊かな水と寒暖差が、八溝そばの香り

高さと美味しさの秘密だそう。
黒色に金結晶が美しい小砂焼の製陶所を

訪れ、自分だけの陶器を作ります。後日焼
き上がり後発送。送料は参加者負担。）
400mの昭和レトロな商店が立ち並ぶ馬頭

商店街。道の真ん中に沈む夕日と町を彩る

光のオブジェがおとぎの国へと誘います。

みかんジュース＆お昼ご飯（イメージ）

提供：農家カフェSIESTA

し∴新宿駅
［■霞：3窃］新宿駅発 
JAかながわ西湘農産物直売所 
「朝ドレフア～ミJ」（お買物） 

浦井農園 
（みかん＆れもん狩り） 
農家カフェSIESTA（昼食） 
あきさわ国（冬の野菜収穫） 
托毎：開j新宿駅　解散 

わたなべさんは年間60種類の野菜を栽培

し、ちばエコ農産物の認証も受けた専業農

家さん！独自ブレンドの有機堆肥で育っ
た句な野菜の収穫体験（ほうれん草・小松

菜・春菊・レタス・カリフラワー・スティックセニョール等を

予定）とランチを堪能しませんか？県内最
大級の広さの直売所「しょいか～ご」には

朝一番に向かいます。リピーター続出と言
われる九十九里の地酒の酒蔵見学もお楽
しみに小
米生育状況により収穫物が一部

変更になる場合があります。
お待ちしておりますttB

●旅行出発日

2022年1月29日（土）

●旅行代金　お一人様9，800円

※小人同額
●募集人員　22名（最少催行人員16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
又は束京ヤサカ観光バス又はメモリー観光バス
●企画協力　ソムリエファーム

●旅行出発日

2022年2月5日（土）

ちばエコ農産物認証マーク

監註二錦糸町駅
言二9：3緋錦糸町駅発 

JA千葉みらい農産物 
直売所（お買物） 
ソムリエファーム 

（昼食・収穫体験・交流） 
守屋酒造（見学） 
道の駅「みのりの郷 
東金」（お買物） 

抱冒：急5］錦糸町駅解散 

●旅行代金　お一人様15，500円

※小人同額

※陶器の送料は参加者負担。
●募集人員　22名（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。
●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　大田原ツーリズム

コロナで閉塞感が漂う日本

中へ、明るい気持ちになれ

るようにと願いを込めt・t。

感動するイベントを商店街

の人たちが計画中です！

夕日（イメージ）

閻匿錦嘉町駅
邑二9：日毎］錦糸町駅　発 

御前岩物産センター 
（そばうち・昼食） 
道の駅「ばとう」（お買物） 
藤田製陶所（陶芸体験） 
馬頭商店街散策＆夕日鑑賞 
光のイベント見学（予定） 

ほ駁鋸］錦糸町駅　解散 



綱殉準済飛越澄済苛

ほっこり満喫セット～～自宅でえな栗

しい山並みや棚田を望む恵那市は、粟栽培が盛ん。9月、「援農隊」でお手伝いへ伺

：う予定でしたが、コロナ禍により中止となってしまいました。中野方町の特産品を食べ

：て応接しませんか？【Aセット】地域の秋の風物詩粟のお菓子と、農家民宿「ふうち

：やん」が無農薬で育てたお茶をセットにしました。【Bセット】「まめに暮らそまい会」

：が作る、地元産の栗やイチジクを使ったパウンドケーキなど、手作りのお菓子は無添加、
・素朴な味が好評です。【Cセット】耕作放棄地を減らす目的で、えごまを栽培してい

■　ます。昨年は豊作でしたが、販路に困っています。農薬不使用・低温圧縮の自慢のえご

：ま油で健康対策に！（賞味期限が近いため持別価格です。絞ってから1年以内のため十分美味しくいただけます。）

撃三宝自っ垂遠

果汁が特徴の栃木県のオリジナル品種・にっこり
梨。例年、収穫体験で訪れていましたが、昨年から
コロナ禍で企画をお休みすることに…。山口果樹園

の自慢のにっこり梨を余すことなく使用しだ’にっ

こり梨づくしセッドをお届けします！

●内容　にっこり梨づくしセット

（にっこり梨（2個）／にっこり梨の万能ソース（1本190g）／

なしのドレツシげにっこり（1本200g）にっこり梨フナレント

「おもてなし紅茶」（3P）／農家のお母さん特製レシり

●代金　5，000円（税・送料込み）
●発送日：10月20日（水）頃　締切10月15日（金）

※天候などにより予定日が変更となる場合がございます。

が・・・梨だけでも召し上がっ

てくれると嬉しいです♪

Aセット「栗まんじゅう和菓子セット」
●内容　今年採れた栗あんで作った饅頭、深蒸し茶

●代金　4，200円（税・送料込み）（※賞味期限4日間）

Bセット「“まめくら”洋菓子セット」

●内容　パウンドケーキ、ビスコッチィ、スノーボール

●代金　4，000円（税・送料込み）（※暮味期限7日榔

Cセット「中野方町産えごま油」
●内容　国産はごま油2本（110gx2）

●代金　4，000円（税・送料込み）（※賞味期限21年1川）

●発送日：11月5日（金）以降　締切10月凶日（金

●申込受付数：各30箱　※A．B．C組み合わせてご注文もい

ただけます！（まとめて発送可。送料はお問合せください。）

上：圃場（イメーシ●）

：千葉市にあるタンジョウ農場さん！同牧場の堆
・肥や有機肥料を中心に「日々の健康の助けにな

：るお野菜！」を作る事を目標にしています。そん

：なタンジョウ農場さんよりワクワクする彩り豊
・かなサラダブーケと食卓を彩るだけでなく季節

：も感じるお野菜お任せセットはいかがですか？
本当は訪れてはしいのです：大切なあの人へ、贈り物にも最適ですJ

サラダブーケ（イメーゾ）

●内容サラダブーケ（1菜）と約5種類のお野菜お任せセット

●代金　3，300円（税・送料込み）
●発送日：12月7日（火）～9日（湘頃締切11月9日（火）

※天候などにより予定日が変更となる場合がございます。

●申込受付数：30箱
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右下セッ坤季吟イ）：

■

15種類ほどの薫物を

セットにしたサラダブーケは

洗ってちぎうてお好みの

ドレッシングで！

心を込めてお届けします！

■ �新型コロナウイルス感染予防ガイドライン �（l部抜粋） 

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 �【お客様にお願いすること】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　莫一々 

○全体：至芸莞㌘冒震警冨誓諾憲法す。　　騨 
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．znkorJp／）にて掲載しておりますのでご覧ください。 �・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。 

【添乗員の対応】 �　　　　　　ヽ ・飛まつ感染防止のため、ソ－シャルディスタンス（できるだけ2m、最低1m）の確保に 
・体調不良の添乗員は従事させません。 �努めてください。 

・常時マスクを着用し、飛まつ感染防止に努めます。 �・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。 

・手洗いうがいTアルコール消毒などの衛生管理を徹底します。 �○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。 

・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。 �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 

・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 �○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。 

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。 �○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。 

1農作業の内容は天候の影響や生育状況、畑の状況、農作象上の那倉により変更。中止となる場合があります．濱コース表に記載されている時間は自覚であり、変遷事情や天候等の影響で変更になる場合が董ります．

ご轟ん恕い

◆総合族行舶和扱琶琵琶と修、お客凛のご旅行を取り扱う店舗での取引に関する1佳肴です．このご旅行に関してご不明な馬があり表したら、測なく下記の電親善響巻におたずね下乱1．◆大人は中学生以上の方川1人は4鎗以上か学生以下の方（JRl眺
望糟を利用するプランにつきまL耳は3組上〉　対象象なな家すす．たた22　44榊の幼児につきまして駄代ス座罪科として1日につき2．080円を申し受けます．但し、JR春季凋するプラ二伸コ「ス顎こ軋一脚金の紀書がある場封丸当該料金を遇用し許す・

◆旅行柁会に含諌れるもの市琶表書　露示した復　交変遷、食事積液汁、人橋、倦畿■軋　◆頂芝地集合解散プランJの交謹書陳露台負担となります．◆定員になり次第締め切ります軌キャンセル持ちは申し受け末す．●喀学生以下の方に付をましては保護
者再伴たします．●利用予定パス会社臥当会眉乱代ス会社リストj（当会ウェブサイト汚　ht切等ノ／WWWヱnLⅣ劇）啓ご覧くだ乱1．ウェブサイトをご覧に闘い方は、当会までお閲合わせくだ吉し1．

鷺旅行会濁・実施（お申込み・お問合せ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼻糞紹販売

未熟踊事費録旅行業詭2－6診略号

〔二疲哀由盛土〕全国農協観光協会
〒10ト〔X】21葉栗菰千代8］区外神田1－16－8　Nツアービ凡d琶

警霊㌘慧霊芝芸蓋智美■醐俊則　歯茎管纂管主

東京発着卜TEL．03・5297・0322　E・トル：三郎nOUkqn＠i一打叫P
I受付矧剛9：30－17：00（上月視旧除く）FAX．03・5297－0260

一国内旅行保険加入のおすすめ－ 

お等桂が園内旅行行程埠に，竃如1つ偲怖な外来の事詔でけがをした場合、多堤の治療兼、移送贅等が汐かること沌り黍す．批 

蓼掛の堰合．泌賢者への親機や甜会回収が困難な場合があり蓼菅．これらの移送薫、輩た、死亡、後遇塵騨筈等を僅簿する 

道内続行保険にお客機自身で己ぬ入書取ること壁お勤めしてし博す．臨内義行俣髄ごつして隠、弊余係員諾潤い患わせくだ乱1． 
この旅行条件は、2021年9月22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を肯く）淵となります．

FAX．Eメール．ノ湘こてお申込みの場合は①企蓉毛㈹出発8⑨氏名（フリガナ）

㊨性別⑪年齢⑧卿鮪静啓ご住所測話露骨矧をご明記ください．（参細分）

慧霊慧慧な胴。　　　　癖良品票；、たし鈷

業お客様の状況によっては当初の手配内矧こ含まれていない特別な配慮・結露が必要になる可能性があり深菅。詳組言汀旅行条件軌の

㌻各着申込み奉拝」を蟹評の上、特別鑑記療凛帯が必要となる可能性がある方はご裾魂させていただ葦許すので、必ず畜申し出くださし一息
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