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【添乗員・事務局の対応】
・発熱や咳等の症状のある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。

閉校した小学校を利用した、懐かしい雰囲気に包まれ
る“戸倉しろやまテラス”。東京の奥座敷、豊かな自然
が残る‘‘戸倉の里山”です。市の特産野菜“のらぼう菜”

の収穫体験！（2株収穫、お土産2袋付。一部調理に使用）

地元お母さんの手ほどきで、のらぼう

菜を使っで‘パリパリ焼き春巻き”など

自慢のアレンジ料理＆こんにゃく作り
に挑戦します。

●旅行出発日：

2021年3月20日（土）

●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。）

●募集人員　20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

秋川渓谷戸倉体験研修センター

3月上旬～6月上島

【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。

・企画中は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。
・発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、ご参加を辞退いただくこと

をご理解ください。
・集合時に、非接触型検温器で、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
・取り皿やお酌や盃の使い回し、会話は控えていただきます。

・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。

神奈川県

菜（イメージ）

料理づくり（イメージ）　昼食（イメージ）

写真提供秋川渓谷戸倉体験研修センター

鑓JR武蔵五日市駅

政調HR武蔵五日市駅集合 
路線バスにて戸倉バス停へ（徒歩7分） 
戸倉しろやまテラス到着 
のらぽう菜収穫体験、近隣散策 
レストラン「食飲室」にて 

地元食材を使った昼食（ますの 
塩焼きと「だんべえ汁」） 
のらぽう莱アレンジ料理＆こんに 

やく作り体験（お茶タイム） 
路線バスにて武蔵五日市駅へ 

路毎：網目R武蔵五日市駅解散 

《集合場所への交通（参考）》
東京駅7：37＝」R中央特快＝8：18立川8：34
＝」R青梅線・五日市線＝9：08武蔵五日市駅

里山の竹を使用して、桜ご飯づくり。
つくった竹筒の器でじっくりご飯を炊

いていきます。竹の香り、鮮やかな桜の

色、季節野菜のお新香で春の訪れを味わ
いましょう！

「鎮守の杜（もり）」が残り、様々な動植

物がはぐくまれてきた里山大井町。
多様な広葉樹が蓄えた水源により、村が
発展してきました。江戸時代の村の古地
図とともに、地元の方の案内で杜を歩
き、自然や暮らしに思いを馳せます。

●旅行出発日：

2021年4月24日（土）

●旅行代金：※小人は大人と同額

大人お一人様5，000円
●募集人員　8名
（最少催行人員　5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。
※新松田駅から体験場所への移動はタク
シーを使用いたします。

■∴∵÷

竹筒桜ご飯（イメージ）提供：（一社）神奈川

大井の里体験観光協会

小田急線新松田駅

細狛姻川、田急線新松田駅集合 
桜ご飯作り（器づくり・炊飯） 
昼食（鉄瓶のお湯で八重桜のお 
茶を愉しむ） 
“杜”や水源のお話を交えなが 

ら歩く（鎮守の杜～湧水） 
（約1時間） 

［道5；望琶］小田急線新松田駅解散 

《集合場所への交通（参考）》

【小田急線（急行）利用】新宿駅8：23
8：59相模大野9：01＝9：44新松田

群馬県片品村

尾瀬の麓、標高約1千mにある片品村。
昼夜の寒暖差が美味な食材を育みま
す。山菜名人の案内で、わらび狩り体
験＆民宿のおかみさんが、あく抜き
やおすすめ料理をレクチャー。

ようやく暖かさを迎えた畑で、糖度が

高く評判の「尾瀬とうもろこし」の種
まき体験。一時激減した在来の大豆

「大白大豆」でつくる「万里姫ど

うふ」はコクと甘味が自慢。古民
家風のお宿でのんびり、ご当地食
材を地元の方と楽しみませんか？

●旅行出発日：

2021年5月15日（土）

●旅行代金：※小人は大人と同額

大人お一人様19，500円
●募集人員15名
（最少催行人員10名）

※お申込は先着順での受付となります。
●申込締切日
2021年4月15日（木）

●食事　朝1回、昼2回、夕1回
●宿泊　民宿　たばこや（和室）
※1～3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1．500円追
加となります。
●添乗員　全行程同行致します。

わらび（イメージ）　山菜料理（イメージ）

※山菜は自然のものであるため、十分な量が
採れない場合がございます。

とうもろこしを夏にお送り致します！

（お一人譲5本・送料は旅行代全に含みます）

監垂JR沼田駅

1 �［乱鼠：冨劉沼田駅集合 

宿泊施設へ移動し、舞茸弁当の昼食 
わらび狩り体験 
花咲の湯（入浴） 

［鼠琶≡◎⑳］宿にて山菜を使った夕食 
わらびのあく抜き体験 

民宿たばこや（泊） 
食事†卜朝×昼○夕○ 

2 �政調］宿にて朝食後、出発 

山菜料理のレクチャー 
とうもろこし種まき体験 
道の駅尾瀬かたしな（買物） 
農家レストランみのりの里（尾瀬び 
る（行者ニンニク）や旬の野菜を使った昼食） 

尾瀬万理姫どうふ（試食・買物） 
持5：端1沼田駅解散 

食事l巨朝○昼○夕× 

《集合場所への交通（参考）》
【特急利用】上野駅9：00＝特急草津＝10：19

高崎駅10：25＝上越線＝11：11沼田駅

【新幹線利用】東京駅9：04＝あさま＝9：52
高崎駅10：25＝11：11沼田駅

誰靴柑虐腐綱領僅蔑膣凝

∴＿一一二∴工‾＿＿≠1
太くてユダミの少ない“わらび”71

を地元案内人と収穫、山菜料理も
習います。　白馬村は、スキー場
活用の一環で、300種以上の貴重

な高山植物が育てられています。
北アルプスの雄大な景観と、普段
は開けない植物のお話を聞きなが
ら、植付けなどの夏に向けた手
入れを行います！

●旅行出発日：

2021年6月11日（金）

●旅行代金：※小人は大人と同額

大人お一人様34，500円
●募集人員15名
（最少催行人員10名）

※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11日（火）

●食事　朝2回、昼3回、夕2回
●宿泊　ホテルサニーバレー

（和室　2名1部屋）
※一人部屋希望の方は、1泊につき
3，000円追加となります。
●添乗員　全行程同行致します。
●企画協力
（一社）小谷村観光連盟、小谷村
役場、白馬五竜高山植物園

三JR南小谷駅写真提供（‾社）小谷村観光連盟白馬五竜高山植物園

1 �十㌦∵∵南小谷駅集合 

宿泊施設へ移動し、山菜料理体 
験（昼食／夕食の準備）、近隣散策 

甘言右夕食 
ホテルサニーバレー（泊） 
食事†卜朝×昼○夕○ 

2 �［＄：38〕宿にて朝食後、出発 

白馬五竜で終日植栽体験 
（白馬村名物ガレット・地産地 
消の昼食・地域の方と交流） 

亘∵∵宿へ移動 
ホテルサニーバレー（泊） 
食事l卜朝○昼○夕○ 

3 �［畠：39］宿にて朝食後、出発 

サ∵∵わらび狩り体験 
道の駅「小谷」（昼食・入浴・買物） 

捗棋剥南小谷駅解散 
食事l卜朝○昼○夕× 

《集合場所への交通（参考）》
【特急利用】新宿駅8：00＝特急あずさ＝11：56

南小谷駅【新幹線利用】東京駅7：52＝はくたか
＝10：11糸魚川10：30＝大糸線＝11：34南小谷駅

考春寒「
．
．

nn l
へ、

ー
、
↑
葺
　
．
．
　
、
、
．
．
　
　
　
．
．
　
　
　
、
　
　
　
．
、
．
．
、
　
　
　
、
l
　
、



〃ふ恵三と倶楽部通信
＜バス車内はゆったり！＞安心してご参加いただける様、お一人様二座席の確保を務めます。

【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」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。

肉厚で味が濃い原木しいたげ栽培
を見学。“金結晶”が特徴の小砂焼の

製陶所を訪問します。色白でえぐみ
が少なく甘みが特徴の軟化ウドを
1本収穫しお持ち帰りいただきま

す。※しいたけのお持ち帰り（2～6個）

は、生育状況により「菌床しいたげ」に

変更の場合があります。

●旅行出発日：

2021年3月6日（土）

●旅行代金：※小人は大人と同額

大人お一人様　15．000円
●募集人員　22名（最少催行人員12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

県

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体験します。

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！身近な食材
「梅」の新しい一面に出会えます。今井農

園で、初夏の野菜を3種収穫もJ
（ズッキーニ・新じゃが・新玉ねぎを予定）一

●旅行出発日：

2021年5月29日（土）

●旅行代金：※小人は大人と同額

大人お一人様　14，000円
※お申込は先着順での受付となります。
●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

JR錦糸町駅

［菅沼窃〕J R錦糸町駅集合
きらり佐久山農産物
直売所（お買物）
軟化ウド収穫体験
地元食材を使用の昼食
藤田製陶所（小砂焼見学）
原木しいたけ栽培見学
［鼠8：調H R錦糸町駅解散

宅堺玖　∵㍉、

写真提供：秋間梅林観光協会

JR新宿駅

［＄沼田日R新宿駅出発
道の駅「みょうぎ」
（お買物）
お母さん手づくりの昼食
梅もぎ・梅酢ピクルスづくり
3種の初夏の野菜収穫

［且8：鍼H R新宿駅解散
‾▲‾▲・．‾▲‾I‾■‾‾■m’‾▼‘lq‾▼‾：‾‥■T二∴†てト1くア「て二二一　1

■農作業の内車は実像か影響や生育状況、畑の状況．震作業上の番台により変更・中止となる場合があります．

ビタミンCが豊富で栄養価の高い伝統

野菜・のらぼう菜の収穫に、里山のよも
ぎを摘んで草餅づくり。優しい甘さで、
昔ながらの味です。地元の食材を使用
した昼食は、滑川町の春のおもてなし
がたっぷり感じられます。滑川町でど
こか懐かしい春の日を過ごしません‡品

か。

●旅行出発日：

2021年4月3日（土）

●旅行代金：※小人は大人と同額

大人お一人様　12，500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
又は束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

笠感膏薬心も

写真提供：滑川町農泊推進協議会

JR新宿駅

仁∴‖R新宿駅出発 
JA埼玉中央農産物直売所 
（お買物） 
のらぼう莱収穫 
農家の春の昼膳（昼食） 
よもぎの草餅づくり 

托7：3⑳日R新宿駅解散 

東京にも、広～い畑がある！「五感で農業
を楽しむ」ことを大切にしている畑会（はた
かい）のメンバーと楽しく＆手軽に春野菜を
収穫しませんか？（ほうれん草、ルツコラ、
小松菜、菜花などを予定）
畑で採れた野菜使用の特製ランチを召し
上がれJ（サラダ、春野菜のスープ、野菜を
挟んだサンドを予定）お隣の東京都唯一
の牧場では、牛や羊とのふれあいも。
※生育状況・天候により、収穫物・行程に一部
変更が出る場合があります。

●旅行出発日：

2021年4月17日（土）

●旅行代金：※小人は大人と同額

大人お一人様　6，000円
●募集人員15名（最少催行人員10名）
※お申込は先着順での受付となります。
●食事　昼1回　●企画協力　畑会

京王線山田駅

［乳母：⑳◎］京王線山田駅集合

歩いて、圃場へ移動。
春の葉物野菜の収穫体験
旬の野菜の特製ランチ
周辺散策・交流

［乱射⑳◎］圃場にて解散

芸讐芋。同行しません0事務局がお世男軍欝£嘉詣欝苛与聖京王線

まコ「ス表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．

●総合旅行業務取扱無理著とは、鍼のご旅行を敏り追う店舗での取引に崗する1住着です，このご旅行に組してご不恥点がありましたら．ご執事なく下記の密渦者におたす払下乱1，◆大人は中学生以上の方・づl人は4鎗以上噂生以下の方UR償
空犀を利用するフランにつきましては3歳以上）が対象となり弄す．また．2～4鰯の助児につきましては．ノ玖垂隅として1日につき2．000円を申し受けます．但し．JRを準用するプランやコ「ス毎に乳・岬金のだ輔あ当醸料金を舌用します・

●旅行代金に含謀れるもの二行程表に表示し脚、食事、宿温一入等、体験▼軋　●「現棚番・解散フラン」交交責は者自負握となります．●定員になり次締め切ります机キサンな心待ちは申し矧すまず・●中学生以下の万に付きましては俣ホ
書房伴とします．●利尉予定沃ス念戦乱当会貸切バス会社リスり当会ウェブサイh窄　htt押〟輌jn餌りP）をご覧くだ軌1．ウェブサイトを積になれ軌1方は、当会までお尚合わせくだ軌1，

¶析頭・実施（お申込み・お問合せ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■受託販売

ソ二二車重＝全品墓誌晶這議会
〒10ト∝）21薫京都千代田区外神田1－律ト8　Nツアーピルレ階

警慧慧監慧畑’西郷　幽管管主

東京発着トTEL．03濃さ297・0322　E・メー加持nnOUkon噺甘呵P
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～湾内旅行保傾加入のおすすめ～ 

お等財田職行行程串に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合．多摩の岩難■、移選書零がかかることがあり要す。弄た 

事故の場合、加等者への應慣殻察求や散■会国収が因＃騒場合があります．これらの移送先、掌た、死亡一線脚する 

毘内族抒欄こお客様邑身で己加入されること覆細めしています．艮内淡抒保馳こつし昭弘葬会係胤こお向い合わせください、 
この旅行条件は、2021年1月19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 h††匹：／／醐〝ヱnk．叫P／

ホームページからのお申込みはクレジットカード（AM∈X．JCBを持く）決済となり課す。

W、EメールJは挿こてお申込みの場合は①企声名⑳希望出発日③氏名（フリガナ）

④性別⑳年齢⑧勤脾ご住所①臓・円状を胡蹴くだ古い．（蓼加者金片分）

ホームページ

リニューアル予定！！

払跡濃、たし細

※お客様の状況によっては当初の手配内野に含まれていない特別な配慮・措置が必要になる可能性があります．詳雇矧慕「旅行条件轡」の

r4．お申込み条件」を匿詔の上、特別な配慮億雷が必要とな尋可組がある方はご相談させていただきますので、必ずお申し出ください．


