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企画のお申込みは西日本事務所TEL：06－7651－3285までお臥、いたします。
2月3日（水）9時30分から先着順にて受付開始です。

大阪府
豊能郡

豊能町の高山地区で江戸時代から栽培さ
れている菜種菜「高山真菜（たかやまま
な）」。この地でしか育たないと言われる

高山真菜の収穫を体験！また、生産者さ
んが『これがまたうまいんや』と語るお漬

物を地元お母さんと一緒に作ります。
豊能町生まれのキリシタン大名・高山右禦空軍

（イメージ）

収穫体験
（イメージ）

近生誕地の歴史散策もお楽しみにJ

●旅行出発日：
2021年3月20日（土）

●旅行代金：

大人お一人様7，600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
紀の川市

窃証辺JR新大阪駅

［9：格別JR新大阪駅発 
豊能町直売所志野の里 

（お買物） 
高山真莱収穫体験 
右近の郷（昼食） 
高山真菜のお漬物作り 
／歴史散策 
（2班に分かれて体験） 

沌欧謂］JR新大阪駅　解散 

甘くジューシーな味わいの和歌山県オリジナル品種「まりひめ」
を、まずはそのままどうぞ！さらに手作りいちごパフェにして味

わえば、また違った美味しさに出会えますJ
お昼は桃源郷（桃畑）でお弁当。春の和歌山を満喫します♪

まりひめ（イメージ） いちごパフェ（イメージ）

●旅行出発日：

2021年3月30日（火）なんばOCAT蕎

4月2日（金）JR新大阪駅集
●旅行代金：

大人お一人様13．800円

※小人は大人と同額
●募集人員：各日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。
●企画協力：紀の川フルーツ観光局、JA紀の里

桃源郷（イメージ）

なんばOCAT／

JR新大阪駅

し望；踊］なんばOCAT／ 
JR新大阪駅発 

伊太祈曽駅＋＋＋和歌山 

電鋳乗車＋＋＋貴志駅 

桃源郷（桃畑で昼食） 
めっけもん広場（お買物） 
いちご狩り 

（30分食べ放題） 
いちごパフェ作り 

甘∵守　なんばOCAT／ 
JR新大阪駅　解散 

兵庫県
加東市他

その時期一番おいしい「いちご」を心ゆくまで召し上がれJ

農家さんこだわり栽培の「とまと」も収穫します。
また、全国に名高い酒米の産地・加東市の酒蔵を訪ねます。

遠さlT盤
●旅行出発日：

2021年3月14日（日）

●旅行代金：

大人お一人様12．500円

※小人は大人と同額

●募集人員：22名（景少催行人員15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：JAみのり

奈良県
明日香村

国JR新大阪駅
扮儲捌R新大阪駅発 

いちご狩り 

（30分食べ放題） 
東条湖グランド赤坂 
（丹波黒豆御膳／昼食） 

神結酒造 
とまと収穫体験 
山田錦の郷／よかたん 

（直売所でお買物） 
ほ数踊りR新大阪駅、解散 

甘酸っぱ～い「あすかルビー」は30分食べ放題です。歴史あふ
れる明日香村で地元の方に教わりながら、たけのこを収穫しま
す。お昼は地元産の野菜や山菜を使った体に優しい手作りランチ
をどうぞ。
※たけのこを掘る場所は斜面になっています。

あすかルビー（イメージ）　　　たけのこ（イメージ）

●旅行出発日：
2021年4月18日（日）

●旅行代金：
大人お一人様13．500円

小人お一人様13，200円
※小人：4才以上小学生以下

●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：
奈良観光バス又は大和観光バス

●添乗員：全行程同行いたします。

昼食（イメージ）

国JR新大阪駅
玲闇捌R新大阪駅発 

道の駅かつらぎ 
いちご狩り 

（30分食べ放題） 
奥明日香さらら（昼食） 
高松塚古墳・壁画館（見学） 
たけのこ収穫体験 
あすか夢販売所 
（直売所でお買物） 

托7≡3毎日R新大阪駅、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。詳細や最新情報はホームページ
（https：／／www，Znk．or」p／）にて掲載しておりますのでご覧ください。

【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。

【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。



芸諾聖霊孟誤ふよう、お＿人様2座席の確保。努めます。　姻耶転春蚕霊園塵蘭㈲5廊下蘭

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。

2月3日（水）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、「ふるさと倶楽部」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。

京都府
和束町

奥びわ湖で地元ガイドさんと
散策しながら山菜摘みJお
は揚げたての山菜天ぷらをど

うぞ。

※主に山林内での体験となり、
一部傾斜が急な山道もあります。

山菜摘み（イメージ）

●旅行出発日：
2021年4月25日（日）

●旅行代金：

大人お一人様13，400円

※小人は大人と同額

●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

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。

国璽選JR新大阪駅
捻闇捌R新大阪駅発 

山菜摘み教室 
手作りお弁当と 

山菜天ぷらの昼食 
山菜摘み体験 
道の駅浅井三姉妹の郷 
（お買物） 

《雨天の場合》※山菜摘みは中止 
道の駅（お買物）＝渡岸観音堂（拝 
観）＝ウッディパル余呉（昼食・山 
菜の話）＝洞寿院で座禅体験 

指数鍼jJR新大阪駅、解散 

「宇治茶」の生産量の約半分は、和束

町産！お茶の本場で「一芯二葉」のお

茶摘みをし、摘んだ茶葉で早速お茶
作りにチャレンジJお茶畑が広がる

和束町の景色もお楽しみください。
※茶畑は斜面になっています。

●旅行出発日：
2021年5月8日（土）

●旅行代金：

大人お一人様12．200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

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。

鳥取県
鳥取市

．選一．感
頭重麺JR新大阪駅
緑儲捌R新大阪駅発 

普賢寺ふれあいの駅 
（お買物） 
お茶摘み体験 
お茶尽くし弁当（昼食） 
お茶作り体験 
和束茶カフェ（お買物） 

ほ冒≡3毎日R新大阪駅、解散 

淡路特産の玉ねぎを収穫したあ
とは、カーネーションの摘み取

り体験。色とりどりの約30本を

少し遅い母の日にいかがでしょ

うか。昼食は淡路名産の生しら

す井をどうぞ。

●旅行出発日：2021年

5月16日（日）JR新大阪駅弁
5月22日（土）なんばOCAT舞

●旅行代金：

大人お一人様13．500円

※小人は大人と同額

●募集人員：各日盟名（最少催行人員15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。

カーネーション（イメージ）玉ねぎ（イメージ）

田辺≡辺JR新大阪肘なんばOCAT

緑灘測R新大阪駅／なんばOCAT発 
アルファガーデン 

（園芸学校庭国散策） 
道の駅あわじ（昼食） 
玉ねぎ収穫体験 
カーネーション摘み取り体験 
道の駅東浦ターミナル八〇一ク 

（お買物） 
打開婚HR新大阪駅 

／なんばOCAT解散 

・lrli山砂地に広かる畑で　砂丘　　　　　‾1日’【「．「

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も

らいます！

収穫した“らっきょう”と“らっ

きょう漬け”ほお持帰りです山　喜。：盛二

●旅行出発日：
2021年5月30日（日）

●旅行代金：

大人お一人様14．900円

※小人は大人と同額

●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。

らっきょう収蔭

（イメージ）

8巫辺JR新大阪駅
蛤儲捌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） 

∴工∴JR新大阪駅、解散 

■農作業の内容は天候の影響や生育状況、畑の状況、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時間は自安であり、交通事情や天候等の影響で変更になる場合があります。

ごあんない
◆梵合旅行業務取扱彗埋者とは、お客様のこ旅行を取り扱う店舗での取引に闇する責任者です。このa酎引こ関してご不明な点がありましたら、ご遠慮なく下記の取頚管理者におたす櫓下さい≡　◆大人はり」学生以上の方、小人は4歳以上小学牛山「この方（JR・航

空機を利巧するプランにつきましては3歳以上）が対象となります。また、2～4歳未満の放児につきましては、パス座席料として1日につき2．000円を串し受けます。但し、JRを利用するプランやコース毎に軋払児料金の記載がある場合：ま、望該料金を漬目しますユ

◆施行代金に含まれるもの■行程表に表示した往復交涌費、食事、郡巨費、入場、体験費用M　◆‾現地集合償散プラン」の交通費は各自魚群となります。◆定員になり次第拝め切り末すが、キャンセル持ちは申し支；〕ますく．◆中学牛以下の方に付きましては保護

者同伴とし末す。◆利用予定パス会社は、当会「袋切ノてス会社」スト」（当会ウェブサイト内　httpsノ／WWVVZnkor，lP）をご覧ください。ウェブサイトをご覧になれない方は、当会までお苛合わせください。

■旅行企画・実施（お申込み・お問合せ）

棄京罰矢口事豊鼻旅行業第2－6845号

ダ凛（垂亘）全国農協観光協会
〒101－0021東京都千代田区外神田1脚16－B Nツアーピル4階

讐芸『慧霊警芸芸≡正聖買掛西野俊則　塵震菅笠晋営

西日本事務所　　　総合旅行業務取授管理者：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暗

TEL．06・765113285
t受付時間19、30～17二〇〇は・百・祝日除く）FAX．06－639ト1391

雷受託販売

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。

一国内旅行保険加入のおすすめ～

お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の苧窓でけがをした場合、多顔の治寮費、移送費等がかかることが透ります。また

事故の場合、去：害者への賠償金講茨や賠償金日収力瀾難な場合が参ります。これらの移送責、また、死亡・蟹遺症障害等を保障する

匡『旅行保頓にお客様日夏でご加入されることをお勧めしてしほす。匡！内旅行賃操については、弊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．0Ljp／

ホームへ－ジからのお申込みはクレジットカード（AMEX、JC臼を隙く〉決済となります。

FAX、Eメール、ハカキにてお申込みの場合は①企画名②希望出発日食氏名（フリガナ）

㊤性別⑤年齢食郵便番号・ご住所⑦電話番号・FAXをご明記ください。（参加者全員分）

ホームページ

リニューアル予定！！
琴近景忘票∴たします。
」投社団法人全国農協観光協会享

・ぷ方富棟〇・寅迂－こよ二、て■ま当初の手配内再に彗売れていないなき別な∈二，蚕構造七・必要になる「甜三があり許すJ総は膵消長常軌慨

‡AJj竿込み条件」を誰喜の＿二、特別な巨還指扇が必要となみ年輩怪がある方はこ相談手ヒていたここきます仁で、必　お年LBくにごしし

全当貴地の農村や農業体験、浣農ボランティ

アに琵するLINEを配信中です。QRコーヾ又は

＝⊃より、お友達登録をお願いいたします。

辱【lD】＠728vhtfg


