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食のまち「いちき串木野市」で初めての民泊型教育旅行の受入れが行われ、兵庫県からやって

来た中学生たちは春カボチャの収穫や東シナ海に沈む夕陽の美しさに大感激でした。

釉贔饂掏 通麒宦 通り鷺な蜀晰がながっています

平成 16年度に360人の受入れから始まった鹿児島県の農山漁村への民泊型教育旅行は、平成23年度の受入

数がついに10,000人 を超える見込みで丸 5月 には伊佐市 0出水市 。さつま町 。いちき串木野市にて初めての受

入れが行われ、農山漁村のお父さん。お母さんと都会の中高校生たちとの交流の輪がどんどん拡がっていま魂 現在、

民泊型教育旅行の受入れ地区は11市 1町Q受 入れ農林漁家数は3月末で707軒となっていま丸
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とっても仲良しな下馬場夫妻が住む「農家民宿ふ

るさと」はきつま町南部の山間にありま九 お庭には

一年を通して季節の花々が咲き、初夏には家の前を

流れる小川でホタルが舌L舞し、夏の炎天下に泳ざ疲

れたら橋の袂の日陰で友達と昼寝をする。そんな誰

もが心に思い描く“ふるさと"がそこにはありま丸 ふた

りのお気に入りの風景は居間から眺める川向うの雑

木林■ 春には山桜、夏には合歓の花、秋には色

づく本々を楽しむことができま丸 旅行者に提供され

る部屋は3間続きヽ 離れの別宅と合わせ20名 ま

で宿泊可能。以前は親戚の結婚式や法事にも使用

していたのヽ 大人数の応対は手慣れたもので丸

【宿泊料金】

■1泊 1食 (朝食)大人5,000円 子ども3,000円

■夕食大人1,500円 子ども1,000円

※子ども料金は4歳以上小学生以下

【体験料金】

■体験メニュー

①季節に応した野菜収穫・料理体験

②稲作作業体験(田植え・稲刈り等)

③川遊び、魚釣り体験

④わらび、ゼンマイ採り体験

体験料金 :各体験 1,500円

代表 :下馬場 洋子

住所 :薩摩郡さつま町広瀬 3545

※横川インターから車で30分 、さつま町市街地から車で15分
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さつま町グリーン・ツーリズム研究会事務局

(き つま町役場 農政課農政係)

TEL:0996・ 53・ 11¬ (内 線2422・ 2423)

藤農林漁家民宿とは、農林漁業者又はその組織する団体が運営

し、農山漁村の生活や農林業などを体験できる宿で丸
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糞し 1ヽヽ秋 ::驚1)を 次獄代に残す

鑑真和上の上陸の地として有名な坊津町秋目で

民宿「がんじん荘」を営む傍ら地域活動にも積極的

に取り組む上塘さん。長年、秋目地区の民泊型教

育旅行受入れ家庭の世話役を務めたり、今年 1月

に設立された「NPO法人がんじん。里づくり秋ロネッ

ト」の理事にも名を連ね、鑑真和上を生かした観光

づくりや商品開発に参画したり、お年寄りの世話や

休耕地へのパッションフルーツ作付けなど集落おこし

活動に体む暇もない。そんな彼の一番の気がかりが、

生まれ育った秋目浦の美しいサンゴが、環境の変

化や捕食生物の大量発生などで著しく減少している

ことだ。10年ほど前に海に潜った時は、テー/71/サ

ンゴやエダサンゴなどが階段状に幾重もの重なり

が見れたが、現在は岩場しか残ってない場所も

ある。そこで2年 ほど前、地元でエコ活動を展開

するNPO法 人とサンゴ保全を補助事業として申

請し採用となり、地元の漁師仲間や宿の常連客

の″ ビングショップとタッグを組み、サンゴの植

付けやオニヒトデ退治を去年から始めた。今年は

6月 11日 (上 )に サンゴの植付けを、19日 (日 )に

はオニヒトデ駆除作業を行った。

民宿がんじん荘
〒898‐ 0212 南さつま市坊津町秋目4001tt TEL:0993‐ 68‐0652

肇かんじん荘は(財 )都 市農山漁村交流活性化機構に登録されている農林

漁業体験民宿で■
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シーカヤックでビーチクリーン |
東日本大震災チャリティー企画。

保険料以外はすべて日本赤十宇社鹿児島県支部に送りま丸

●集 合 桜島レインポービーチ

●時 間 9:00～ 14:∞

●定 員 10名 (18晟以上の健康な方)

●参加費 3,∞ 0円

●申 込 先着顧

●問合せ かごしまカヤックス●090‐ 4583‐ 6920

花 い か だ の 会 ～豚 み そ を作 ろう～ ‐■

毎月1回 、「花いかだの会」として籠厚おごしょを目指す活動を

展J3中 。一緒にわくわくする時間を過ごしましょう。

●場 所 よしだ自遊の森(鹿児島市)

●時 間 10:30～ 13:00

●少力n費  1,200円 程度

(初めてのご参加の際には入会金2,000円 が別途必要)

●申 込 7日前まで

●問合せ よしだ自遊の森 ●099‐ 294‐ 3994

磯・干潟の生き物観察会
干潟では力二や員、磯ではイソギンチャクやナマコなどたくさんの

生き物たちと出会えま丸 専F]家による分かりやすい解説で初めて

の方も楽しく観察できますよ!

●集合場所(観察会の30分前から受付開始)・観察会時間

7/30(土 ):AZ隼人店駐車場 13:00～ 15:00【砂干潟】

3/13(■ ):菫富千潟小さな博物館 12:30～ 14:30【河日干潟】

3/27(■ ):桜島ビジターセンター 10:00～ 12100【磯】

●定 員 各回40名 (中 学生以下は保護者同伴)

●参カロ費 無料

●申 込 各開催日1週間前まで

●問合せ 重富干潟小さな博物館 80995‐ 55‐5666
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夏 0オ寸～野外宿泊体験と川遊び～ | |  |

古い木造技舎が残る長谷小学校t力 1遊 びや竹細工、キャン
プをして夏を楽しもう!

●場 所 かわなべ森の学校 (1日 長谷小学校跡、南九州市)

●時 間 :4:00～ 翌11:30

●参加費 大人5,0∞ 円 」ヽ中学生3,000円 幼児無料(予定)

●問合せ 長谷お、るさと村事務局(窓口/上代)

●0993‐ 56‐ 5465
※詳細情報はホームベージ⊂谷ヽおさと

" 〔摯
素、

霧 島 た べ も の 伝 承 塾 ～ばっはんの3舎料理～  |
田植えの休憩時に食べていた、さつまいもの団子を竹の皮で

包んだ「田植え団子」や「夏の田舎料理」を作りましょう。

●場 所 霧島保健福祉センター

●時  間  10:00～ 13:00

0定 員 15名
●参加費 1,500円
●申 込 先着順

●問合せ NPO法 人霧島食育研究会 ●0995‐ 57‐ 02:5

火山トレッキング  |:
溶岩の上を歩く、全長約5kmのトレッキングツアー.

溶岩原を歩くことで自然の圧倒的な力を感じましょう)
●集 合 桜島港フェリーターミナル2階

0時  間 9:00～ 12:00

●定 員 20名 (最少催行4名 )

●参加費 500円
●申 込 7/21(本 )まで

0問合せ NPO法 人桜島ミュージアム●099‐ 245‐ 0100

ブルーベリージャム作り体験教室
爽やかな風が吹くカレーベリー園で本格ジャム作り体験 !

体験後、ジュース又はかき氷をサービスしま■

●場 所 近藤農園(薩摩川内市)

●時 間 10:00/14:00の 2回 (各国1時 間30分 )

●定 員 10名 (最少催行3名 )

●参加費 ',000円鰯J途材料費が必要)

●申 込 2日前まで

●問合せ 近藤農園 奮0996-26‐2778●持ち物 帽子(首の後ろが隠れるもの)。 濡れても良い服・すべりにくい靴・飲み物・タオル



ブルーベリーがいっぱい !近藤農園。
7月 1日 (金)～ 8月31日 (水 )

午前9:00-午イ髪5:00
※期間中毎週木曜日「手作リブルーベリージャム体験教室」開講しています。

夏の太陽を浴びて糖度が増した、おいしいブルーベリーがいっぱいです。

大人 (中学生以上)500円
子供 (小学生)  300円
※小営生未満は無料です。

■こ自分でつみ取られた分は、100g
200円でお買い上げいただけます。

■天候、生育状況によっては、つみ取

りができないことがあります。その

節はこ了承ください。

■団体様は事前にこ連絡ください。

●このチケットをこ持参ください。

つみ取り入園料を1名様サービス

いたします。
近藤農園

馴■
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11:肉市内|よ リー車で2o分

フレッシュな果汁を
ふんだんに使つた当農園の名物です。

ブルーベリー

400円
マンゴー

400円

ブルーベリー

400円
マンゴー

400円

※ログハウスにはジャム、苗木、肥料、お土産等を取り
揃えています。
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近 くても意外と知 らない桜島。桜島はすごいんだ !

夏にたくさん学びましょう。遊びも自由研究も桜島で決まり !

●火山 トレッキング ●キッチン火山実験 ●桜島の溶岩原で磯遊び♪
溶岩を歩く全長5kmの トレッキングツアー  身近な食材で噴火や火砕流を模擬実験   桜島の磯にはオモシロ生き物がいつぱい
〔日日寺〕7月 23日 (土)9:00～ 12:00     〔日日寺〕7月 24日 (日 )13:00～ 15:00       〔日日寺〕7月 31日 (日 )13:00～ 15:00
〔料金〕500円

〔定員〕20名

〔集合〕桜島港フェリーターミナル2階

〔料金〕1,000円

〔定員〕20名 (対象は小中学生)

〔集合〕桜島ビジターセンター

〔料金〕1,500円

〔定員〕20名 (対象は小中学生)

〔集合〕桜島ビジターセンター

〔料金〕500円

〔定員〕20名

〔集合〕桜島ビジターセンター

●桜島火山の自由研究     ●大人の自由研究 (桜島と姶良カルデラ編)

火山博士が桜島を案内、自由研究に最適 地形・地質を観察 し、噴火の歴史を読み取る

〔日日寺〕8月 10日 (水)14:00～ 16:00   〔日日寺〕8月 28日 (日 )9:00-17:00
〔料金〕5,000円 (昼食付)

〔定員〕20名

〔集合〕桜島港フェリーターミナル2階

のんび り海に浮かんでみよう !            桜島の魅力に迫る !

桜島でちゃぶちゃぶカヤック体験 火山ガイドツアー ガイドウォーク

』当葛ξ置鷺ミューージアーム弱遜暴‖駒縄盟]芭l」


