
企画のお申込みは西日本事務所TEL：06－6195－3968までお願いいたします。

4月14日（木）9時30分から先着順にて受付開始です。

日本の農山漁村を応援！作物や土にふ

大阪府
岸和田市

和歌山県
紀の川市

知りませんか？日本の農業の役に立ちた
れて健康的な生活をしたい方におすすめで

防止のため開催しておりません。）

泉州地域特産の「水なす」。春から夏にかけて、その栽培は手間
がかかり、大忙しです。受粉を助ける作業や、なすの枝をひもに

誘引する作業など、水なす農家さんの作業のお手伝い、お待ちし
ています！

ハウス内作業

のため、雨天

実施します。

●旅行出発日：
2022年6月4日（土）

●旅行代金：

（jR輔口㈱糾漉2，900円
（マイカー利用）お一人様2．400円

●募集人員：5名（最少催行人員3名）
※且8歳以止限定

●申込締切日：2022年5月6日（金）

●食　　事：昼1回
●添乗員：全行程同行いたします。

二美空妻朝野轟詫溢こ…
‥　　JR東岸和田駅集合

（路線バス・徒歩にて移動）
こ　　マイカーの方は有責香グランド集合

水なす援農作業
昼食（圃場でお弁当）
水なす援農作業

；　　終了・マイカーの方は解散
（路線バス・徒歩にて移動）

引JR東岸和田駅　解散

大きい柿の実がなるように、余分な花の蕾（つぼみ）を間引く、おいしい

柿作りに欠かせない作業です。手で膏を取るだけなので作業は簡単！で

すが、すべて手作業のため、人手がかかります。クリーム色の柿の花に

囲まれて、援農しませんか？　当日が雨予報の場合は中止となります。

摘膏（イメージ）

●旅行出発日：2022年5月8日（金）
※番号にて募集の5月7日（土）・8日（日）は

現在満席となっております。詳細はお問い合

わせください

●旅行代金：お十人様2．800円
●募集人員：各日3名（最少催行人員2名）

※柑歳以上限定　高校生は不可）

●申込締切日：2022年4月15日（金）

●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。

粉儲捌R名手駅集合 
（地域循環バスにて移動） 
柿摘菅作業 
昼食（圃場でお弁当） 
柿摘菅作業 
（地域循環バスにて移動） 

ぎ蓬毎…望慧りR名手駅、解散 
1集合場所への交通（参考）
【鉄道利用】南海難波駅7：48　＝南海高野

線急行t橋本行＝橋本駅8：56＝JR和歌
山線・和歌山行＝9：21名手駅　着
【マイカー利用】京奈和自動車道　紀の川
東ICより約5分×マイカーの方の集合場所
は後日お知らせします

シツ⊥リズムを楽しんでもらう

、「援農」ギ汀食育」、「田舎暮ら

鳥取県
鳥取市

鳥取と言えば砂丘が有名ですが、その砂地だから

こそ美味しくできるのが砂丘らっきょうです。
一面の砂地に広がるらっきょう畑で「砂丘らっき

ょう」を収穫し、地元JA女性部の方にらっきょう

漬けのおいしい作り方を教えていただきます！

収穫したらっきょう（約1kg）とらっきょう漬け（約

500g）はお持ち帰りですJ

昼食は名物のとびうお料理をどうぞ。

●旅行出発日：2022年封は別離郁

●旅行代金：お一人様15．200円
※小人同額

●募集人員：22名（最少催行人員16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。

緑関目R新大阪駅発
らっきょう収穫
砂丘会館（とびうお料理の
昼食）・鳥取砂丘自由散策
らっきょう漬け体験
（2班に分かれて体験）
道の駅あわくらんど
（お買物）
JR新大阪駅、解散

現在、GoToトラベルキャンペーンは、1時停止措置が取られています。再開時期や再開の方法、対象となる企画については未定ですので、

決まりましたら改めてお知らせいたします。

讐

蓉



企画のお申込みは西日本事務所TEL：06－6195騨396◎までお願いいたします。

4月14日（木）9時30分から先着順にて受付開始です。

ニ日帰りコースは1個、

お野菜と交換できます。

兵庫県
淡路島

もぎたてだから味わえる！完熟

のびわを30分間食べ放題です。

農家さんの畑にお邪魔して無農
薬のじゃがいもを収穫します（約
2kg）。

2004年に発見された弥生時代の

遺跡も訪ねます。

昼食は、ゆったりとした島時間が

流れる古民家カフェでどうぞ。 完熟びわ（イメージ）

●旅行出発日：2022年6月11日（土）

●旅行代金：お一人様13．800円

●募集人員：22 行火員16名）
●食　　事：昼1回
●利用予定バス会社：

国際興業大阪バス又は大和観光バス
●添乗員：全行程同行いたします。

兵庫県
加西市

※カフェ

までの道

は坂道に

なりますム

JR新大阪駅発
五斗長垣内（ごっさかいと）

遺跡（見学）
島のごちそう。古民家
カフェと宿淡（昼食）
じゃがいも収穫体験
完熟びわ狩り
（30分食べ放題）
JR新大阪駅、解散

JA兵庫みらい自慢の“アスパラガ
ス”を、直接農家さんのハウスへお

うかがいして収穫を体験。

もぎたてトウモロコシは、甘～

い！採れたての味は感動です。収隆し

たアスパラガスとトウモロコシ（5本）

はお持ち帰りです。

兵庫県立フラワーセンターでは夏の花

をお楽しみ下さい。

●旅行出発

●旅行代金：

アスパラガス

（イメージ）

トウモロコシ（イメージ）

2年7月15日（金）

様11．000円
※小人同額

●募集人員：22名
●食　　事：昼1回
●利用予定バス会社

員16名）

国際興業大阪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兵庫みちい

象謂］JR新大阪駅発
アスパラガス収穫体験
JA兵庫みらい

かさい愛菜館（お買物）
兵庫県立フラワーセンター
（見学／昼食）
トウモロコシ収穫体験
JR新大阪駅　解散

和歌山県
田辺市

日本一の梅の産地・和歌山県で「南高梅」

収穫した約1kgはお持ち帰りです。

梅のプロに梅の加工について教えてもらい、梅

ジュース作りも体験！

お昼は懐かしい元小学校の木造校舎で地元食材

を使っだスローフードビュッフェです。

旅行出発日：2022年6月18日（土）

旅行代金：お一人様13，400円

作譜だ梅ジ逼－

ほお持ち帰りで
梅ジュース（イメージ）

22名（最少催行人員16名）
昼1回

利用予定バス会社：
際興業大阪バス又は大和観光バス

乗員：全行程同行いたします。
●企画協力：JA紀南

捻讃窟■jなんばOCAT発 

梅のもぎとり体験 
農家レストランみかん畑（昼食） 

梅と梅の加工のお話＆ 
梅ジュース作り 
JA直売所紀莱柑（お買物） 

萱二皇嘗…3貸■jなんばOCAT、解散 

鳥取県
鳥取市

さわやかな甘さ、果汁たっぷり
の二十世紀梨を園内でお召し上

がりください（3個お持帰り）。

図主こだわりの無農薬栽培のブ
ルーベリーは食べ放題。約40種

類の中からその時期おいしい品

種をご案内します。

鳥取の特産品は地場産プラザで
お買物をどうぞJ

地場産プラザわったいな
（イメージ）

二十世紀梨（イメージ）

ブルーベリー（イメージ）

●旅行出発日：2022年8月28日（日）

金：お一人様14．300円
熟小人同額

：22名（最少催行人員16名）
：昼1回

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。

ブルーベリー狩り（イメージ）

JR新大阪駅

JR新大阪駅発
ブルーベリー狩り

（30分食べ放題）
お食事処かに大陸（昼食）
地場産プラザわったいな

（お買物）
二十世紀梨狩り（園内食

伽調製阪駅解散

▼

●ぎも



企画のお申込みは西日本事務所TEL：06血6瑠95舶3960　までお願いいたします。

4月14日（木）9時30分から先着順にて受付開始です。

質を実際に見て、味わい、日本の農

にした交流企画です。食青への関

内容です。

大阪府
大阪市

夏のなにわの伝統野菜「玉造黒門

越瓜（たまつくりくろもんしろうり）」

ゆかりの地を訪ね歴史散策しま

す。

伝統野菜を育てる農家さんを訪

ね、収穫も体験します。

夏の伝統野菜の話もお楽しみにJ 玉造黒門越瓜（イメージ）

●旅行出発日：2022年6月25日（土）

●旅行代金：お一人様5，500円

※ホ人同額

●募集人員：15名（最少催行人員10名）
●食　　事：昼1回
●添乗員：全行程岡行いた「します。

大阪府
東大阪市・柏原市

JR環状線玉造駅集合
玉造神社周辺を歴史散策

割烹とんぼ（昼食）
大阪メトロ谷町六丁目駅

＝地下鉄で移動＝

大阪メトロ長居駅
季節の野菜収穫体験
なにわ伝統野菜ミニ講座、大阪メトロ長居駅解散

栄養たっぷりのオカワカメは、茹でればワ
カメのような食感で、東大阪市で栽培に力

を入れています。

大阪東部は100年以上のぶどう栽培の歴

史があるぶどう産地。柏原市ではぶどう狩
りをお楽しみにJ園内食べ放題です（品

種はベリーA予定）。

また、柏原市の歴史を訪ね、古くから地す
べりが起こっていた亀の瀬で地すべり対

策の排水トンネルや旧大阪鉄道亀瀬随道

（トンネル）を見学します。

●旅行出発日：2022年別封は柏釦

●旅行代金：お一人様乳800円

※ホ人同額

●募集人員：22名（最少催行人員16名）
●食　　事：昼ユ回
●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グリーン大阪

JR新大阪駅集合
オカワカメ収穫体験
JAグリーン大阪フレッシュ

クラブ本店（お買物）
お弁当（昼食）
柏原ぶどう狩り
亀の瀬地すべり資料館
・排水トンネル等（見学）

JR新大阪駅　解散

大阪府
河南町

貴重な夏のなにわの伝統野菜（毛馬胡瓜・

勝間南瓜・水茄子など）や旬の夏野菜を、

3種類収穫します。いろいろな夏野菜にび

っくり！

さらに、和風香辛料専門店を訪ね、令和3

年に新たに「なにわの伝統野菜」に認定さ

れた「堺鷹の爪」のお話も伺います。

堺鷹の爪（イメージ）　　　勝間南瓜（イメージ）

●旅行出発日：2022年7月10日（臼）

●旅行代金：お一人横臥200円

※小人同額

●寡等人員：22名（最少催行人員16名）
●食　　事：昼1回
●利用予定バス会社：

国際興業大阪バス又は大和観光バス
●添乗員：全行程同行いたします。

和歌山県
湯浅町

毛馬胡瓜

（イメージ）

夏野菜のお話

（イメージ）

廓銅j　なんばOCAT発
道の駅かなん
なにわの伝統野菜＆
夏野菜収穫体験と野菜
のお話
昼食（地産地消お弁当）
やまつ辻田／
堺鷹の爪のお話

滝殴瀞緋　なんばOCAT解散

一度は絶滅しかけた「湯浅なす」が復

活！焼くととろける美味しさの貴重な

湯浅なすを特別に収穫します。

醤油の起源となった金山寺味噌の材料
にも湯浅なすは欠かせません。伝統的な

発酵食品・金山寺味噌を手作りし、約
800gお持ち帰りいただきますJ（約90

日間ご自宅で熟成させてお召し上がり

ください。）

轟三表琵苧寺　　　　　酉由

●旅行出発日：2022年9月17日（土）

●旅行代金：お一人様14，400円

※小人同額

●募集人員：22名（最少催行人員16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：和歌山湯浅なす推進研究会生産者部会

次回、ふるさと倶楽部通信　秋号は2022年7月末の発刊です。

お楽しみに♪

JR新大阪駅

JR新大阪駅発
JAありだファーマーズマ1ケット

「ありだっこ」（お買物）
湯浅なす収穫体験
湯浅美味いもん蔵
（しらす井御膳の昼食）
湯浅醤油見学（お買物）
金山寺味噌作り

章二室JR新大阪駅　解散



企画のお申込みは西日本事務所TEL：06－6195－3960までお願いいたします。
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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，Znk．0鳥p／）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。
■常時マスクを着用し、飛まつ感染防止に努めます。

ヰ洗いうがい・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。
t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■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。
○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。

■新型コロナウイルスの感染状況により、旅行企画の内容が一部変更や中止となる場合がございます。

蠣農作業の内串は天候の影響や生育状温蝿の煤鳳農作葉上の都合により変更・中止となる場合が藁ります卓　※コース嚢に記載されている時間は目安であり、交通事情や天候等の影響で変更になる場合があります¢

●総合旅行業稗取扱鷲理香とは、お琴様のご旅行智取り担う店舗での取引に朝する発症者です申このご無用こ関してご不明な点が菰り宏したら、ご遠慮なく下記の取蔑管理者におたず柏下凱1さ　◆大人は中学生以上の方、小人はヰ洩最上か箪斐以下の封JR㈲

望機密利愕するプランにつきましては3歳以上）腰対象となりますやまた、2～4歳未満の幼児につ喪家しては、賞ス座席料として1日にコ蜜菅．000円を申し受けます曙礎し．JR肴利用するプランやコ憎ス年に乳劇児料金の記載がある鳩舎接遇艶翻意を凛均します珪

●旅行代金に食客れ為も取持程表に表示した往復受講費、食事、嘱強風人乳体験費用拍　●「現地集魚解散プラン」の交通費は脅皆負担となり宗す償　鱒定矧こなり次第締め切ります軌串やン登ル待ちは申し受けます。◆中学餐払下の二部こ母諾寮しては察後

者同伴とします咽　■利用予定パス会社は、当会葺軌ス虫杜リスト圧当会ウェブサイト内　机柏凱頼嗣冊ほ醸．0「．加重ご覧くだきい。ウェブサイトをご覧になれない方乱当会までお聞合わせください。

西日本事務所　　　機舌旅行業嶺取故常理竜巨長瀬憲司

〒532－0011大阪市淀川区西中島3－11－10新三宝ビル4F

TEL．06－6195－3960
漁村時観象30悔y賢愚口捜個感冒線引FAX．06一別95－3970

～国内旅行保陸離嵐の毒すすめ叫

お客様が鼠内観闇亨稽坤に、急激かつ偶然な桝架の車窓でけが塗した場合、各節の治環羨、移速桑等がかか犠ことが詰り課す草謙た

事故の鳴禽、憲♯宿への騰儲塵鞘求解除蘭金団収が困難な壌合があり零す。これらの移送賛、読た．死亡儀適度障害等老僕障する

塵銅旅行傑漁に記事様由鼻でごカロ九才れることを恕凱めしてい課す。国内旅行償陣について嵐辟全備矧こお間し噌わせください。

YouTube禦攣監禁
フォローお肌lLます！

こ全国農協観光協会

または

t引川agarU・agri…

で検索！

愛国農協観光協会 相席濫〃ww軋Zn軋0「。jp／

ホ¶ムヘ岬シからのお申込みはクレジットカード（AMEX、JCBを隙く）諌溝となります。．

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

⑥性別⑤韓掛⑥郵便車啓ご住所恐喝譜編雪中AXをご明紀くだ凱吊垂細目者全県融回

一隅畑法人

寮毒草様舘横領によゴ首線彗恥帝事配内哲に貴家考汀いなし凝別荘藍浄措置が必至に魅惑可能性が姦誓課す石綿矧封旅汚森澤薗撞き

伺お恕込蒸桑勘菱推計苦上月常軌な転覆措置だ必要とな菰野練軽があ志方はご用捏登で聡だきま官職管、、粛骨董韓し塩竃だ歪左一

摘．、七！

ぬ膝皿亀しま範 金閣番地の農村や愚案俸鹿、擢慶ボランティ

アに関するL【NE啓記慣中です。QRコ岬ド矧蒜

旧より、お友達登録費お願いし1たします。
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