
 

 

取組のご紹介 

【企画】 
福島県４Hクラブ
D"ATCH   

【里山で農業・営みを体験】 
 福島県二本松市東和地区は豊かな里山の風景が 

広がり、その資源の恩恵を活かした暮らしが脈々と受け継が 

受け継がれてきました。 

 そこで営まれる農業、営みを農家民宿に宿泊し体験していただきま

す。そこで感じた良さ、もっと伸ばすべき魅力など、外の目線から

フィードバックをいただき、さらにより素敵な里山の体験を生み出し

ていきます。 

【農家民宿に宿泊し、田舎の暮らしを体験】       

 観光地の旅館やホテルとは違った、農家の営む民宿に宿泊していただき、

この地域の歴史・文化、田舎料理、家主の経験談など、表面的な旅行では

決して味わうことのできない深い体験をしていただきます。 

 家主のもてなしや、夜の星空、本当の 

真っ暗な夜、カエルの鳴き声など、街と 

は違う夜を過ごしていただきます。 

 

  

●スケジュール：  

●申込：7月13日（木）16:45まで国際室にて受付 

窓口担当団体：ＮＰＯ法人ゆうきの里東和ふるさと 

づくり協議会・東和地域グリーンツーリズム推進協議会   

電話：0243-46-2113 FAX：0243-46-2114 

メール：yuukinosato@piano.ocn.ne.jp  URL：http://www.touwanosato.net 

●実施日： 

 平成２９年８月８日（火）~ ８月９日（水） 

このモニターツアーの目的： 
東和地区では2012年から農家民宿プロジェクトに取り組み、現在20軒を超える農家民宿が営業しています。これからさらに増
える旅行に対し多様化するニーズやインバウンドに向け、実際に東和の農家民宿に宿泊していただき、農業やその土地暮らしを
体験し、さらに価値の高い体験をお客様に提供するためのシーズを皆さんと一緒に育てていくツアーとなっております。 

 

＜2日目＞ 
 6:00 起床！朝仕事！ 
 8:00 朝食 
  昨日とは違った農作業！ 
 11:30 
 12:00 昼食 
 13:30 「道の駅ふくしま東和」 
 14:00 意見交換･アンケート 
 15:00 終了・解散  

農家民宿モニターツアー 
福島県二本松市東和地区 

●参加費：無料（1日目の昼食および帰りの交通費は各自で負担） 

●最少催行人数：15名 ※満たなかった場合は中止となります。 

●参加要件：日本語で日常会話ができること 

＜1日目＞ 

 8:00 埼玉大学集合（予定） 

  バスで移動 

 12:00 「道の駅ふくしま東和」着 

  昼食（各自） 

 13:00 地域の取り組み説明 

 14:00 各農家民宿へ移動 

  畑で農作業！ 

 17:30 農家民宿で交流！ 

※食物アレルギー等、食事への特別な配慮はできませんのでご了承ください。 



 

 

取組のご紹介 

The aim of the tour： 
Towa area has been working on Green Tourism since 2012, and now more than 20 farms offer accommodation facilities for 
their guests. As the number of tourists increases, it is becoming important to seize the tourists’ diversified needs. In order to 
provide better service and meet their expectations, your participations will contribute to their future improvement. 

【Experience Farm Work】 
 Surrounded by beautiful landscapes in Towa area, Nihonmatsu 

city, Fukushima, people living there enjoy traditional lifestyles by 

making use of natural resources. 

 You can experience farm work there and way of living by staying 

at farmhouses. Your feedback will be greatly appreciated to make 

the tour more enjoyable in the future tourism. 

Towa area, Nihonmatsu City, Fukushima 

【Enjoy traditional lifestyle】       
  Through staying at a farmhouse, you will enjoy its culture, 

history, local foods and talks with the house owner, which you 

will never experience at urban hotels. 

 You will spend a great night at a farmhouse, receiving 

“omotenashi”(hospitality), seeing the starry sky, listening to frogs 

croaking. 

  

●DATE： 

  August 8 – 9 (Tue-Wed) 2017  

＜Day 1＞ 
 8:00 Departure at Saitama Univ. 
  Traveling by bus 
 12:00 Arrival at “Michinoeki 
              Fukushima Towa” 
 13:00 Explanation of the Project 
 14:00 Move to Farmhouse 
  Farm Work 
 19:00 Dinner 

●Schedule： 

＜Day 2＞ 
 6:00  Farm Work 
 8:00  Breakfast 
     Farm Work 
 12:00  Lunch 
 13:30  Move to “Michinoeki 
               Fukushima Towa” 
 14:00  Feedback Discussion 
 15:00  Dissolution 

●Participation Fee：FREE  
  *Lunch for day 1 and return transportation are not provided. 

●Requirements: Japanese (daily conversation 
level)  *The tour is conducted in Japanese  

●The Minimum Number of Participants ：15 
   *if this minimum is not fulfilled, the tour will be cancelled. 

●Application：Sign up at the Office of 
International Affairs by 16:45 Thursday July 13. 

About the Project 

※Please note that no special dietary requests are accepted. 


