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0参加者総数/532名 (う ち県外からの参加者201名 )

0大交流会参加者数/414名
⑬農家民宿宿泊者数/166名

(さつま町、出水市、薩摩川内市、伊佐市の農家民宿33軒に分泊)

⑬北薩摩まるごと体験塾参加者数/156名
【内訳】

‐ 。さつま町「日本一早い!竹の子掘りに挑戦 !」 /49名

| 。出水市①「上場高原牛乳でアイスクリーム・チーズ・ピザ作り」/20名

|・ 出水市②「手作りの体験所で健康こんにゃくづくり」/19名

∫

・薩摩川内市「薩摩の食“地鶏ちゅざら"と“つけあげ"づくり」/47名
。伊佐市「手作りで伊佐米収穫」/21名

冬凸眸≧仄繹炒仄辟ダゞ… y響 ず――

11月 4日 (金 )・ 5日 (土)の 2日 間、九州のグリーン・ツーリズムの発展を目的としたシンポジウムを開催しました。1日 目は

さつま町の薩摩農村環境改善センターで全体シンポジウムを行い、鹿児島県の民泊型教育旅行コーカ ネートの方法や若き

グリーン・ツーリズム実践者たちのユニークな取り組みが紹介され、活発な意見が交わされ、大いに盛り上がりました。また、

夕刻からの大交流会では、鹿児島県のお母さんたちが腕によりをかけた郷土料理に、参加者全員が舌鼓を打っていました。

2日 目はさつま町、出水市、薩摩川内市、伊佐市において地域ならではの体験塾を行い、グリーン・ツーリズムの楽しさを

再確認し、参加者たちは、満足気に帰路につかれていました。
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`li日本でも有数の緑茶の生産地、南九州市知覧町。

その北部の標高約400mの 山麓に農家民宿「庭のち

ぐさ」はありま丸 ここの宿主はとてもパワフルな女性

ヽ 一年中収穫や料理体験ができるように多品目の

野菜や果実を無農薬で栽培していま丸 自前の食材

を使った料理体験メニューはとてもユニークヽ ほと

んどの料理に知覧茶葉が使用されており、また、出

身地でもある奄美大島の郷土料理である油ぞうめん

や鶏飯などを提供していま九 宿泊客からは、後で

必ずといっていいほど「レシピを教えて」との問い合わ

せがあり、喜んで教えていま九 また、宿泊客に提

供される部屋は“女性限定"だ けあって、パッチワーク・

第8回霧島・食の文化祭
～子や孫に残したい霧島の食1まなんですか ?～
霧島の100m以 上の家庭料理が大集合!高 校生の「時空を超えたお弁
当」の展示や、食べもの絵手紙、鹿児島県内外の「食育ワークショップ」な
ど。霧島の家庭料理のレシピ集も販売。ここでしか見られない、体験できな
い食のお祭りで■秋の一日、「替段着の食と暮らしの文化」を味わってみ
ませんか?

③場 所

e時  間

⑬入場料

●問合せ

ちぎり絵 。押し花などの女性向けの装飾が施され、

心ゆくまで“女子会り 堪`能できそうで九

||     ‐       ‐ |

【宿泊料金】

■1泊2食 (夕・朝食)大入6,000円 〔女性客限定〕

【体験料金】

■体験メニュー 各体験:1,000円～1,500円

①農業体験(果実・野菜植付け。収穫等)

②林業体験(椎茸・竹の子収穫・料理等)

③田合料理体験

④ひな人形作り体験 等

代表:富原子車

住所:南 九州市知覧町郡12341-7 TEL:0993‐ 83‐ 3879
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私は伊佐市が大好きで丸 この大自然と豊富な水、

そして田や畑、山林なと ここにあるものを思う存分

活用できるグリーン・ツーリズムを通して、多くの人と

かかわり、出会うことができ、また自分の活動が少し

でもこの町の発展に繋がっていけばいいなと考えて

いま九 これまでに修学旅行の民泊受入れや自宅を

改装して農家レストラン経営をはじめたり、持ち山に
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農林漁家民宿とは、農林漁業者又はそのAE機する団体が運営し、農山漁村の生活や農林漁業などを体験できる宿で丸
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霧島保健福祉センター

10:00-15:00

無料(事前申し込み不要。どなたでもご来場いただけま究 )

NPO法人霧島食育研究会 ●0995‐ 57‐ 0215

カヤック年越しツアー
場所がどこになるかは当日の天候次第のミステリー

ツアー。キャンプで新年を迎えてみませんか?

0コ ース 天候により決定

〈スケジュール〉

12/31(土 )13:00 鹿児島市出発

14:00 準備でき次第シーカヤック出発

15:20 上陸～キャンプ

171(日 )  9:00 朝食後シーカヤック出発

12:00 終了～温泉ヘ

15:00 鹿児島市内到着予定

3名～10名

20,000円 (カ ヤック用具―式・保険)

水に濡れても良い服と靴・キャンプ用の服装と着替え・防寒

具・バスタオル害 ※テント等はレンタル可(3,0∞円)

0申込み 先着順

●問合せ かごしまカヤックス ●090_4583‐ 6920
■大人気の桜島カヤックツアー(海中温泉探検と足湯掘り)は希望日に応

して開催 !

●定 員

0参力n費

醸持ち物

今後、地域のグリーン・ツーリズムのリーダーとして、また、都市と農山漁村を結ぶ架け橋として期待されている
2名のパワフルな女性が、熊本県阿絲郡小園町の九州ツーリズム大学で研修中です。期間は9月～来年3月まで

て、饉月2泊3日の研修に取り組んています。やる気満々な両氏に抱員を聞きました。

古民家を改装した農家レストランr夢 ロード青木」
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本業は30頭の牛の生産とイチゴ栽培で丸 今年

に入ってから車庫を加工場に改装してイチゴを使って

いちご茶やいろいろな野菜のエキスが入ったラスクな

ど10種類以上の商品を開発し、地域の直売所や鹿

児島市内の物産館などで販売していま丸 次のステッ

プとしては、農場や加工施設を活用して農家レストラ

ンや農家民宿の開業を考えていま丸 11月 22日 には、

一般に開放している遊歩道

紅葉を植林し遊歩道をつくって一般に開放したり、ま

た、国道沿いに約2500mの アジサイ並本を作ったり

してきました。ただ、私には、伊佐市の魅力やグリーン・

ツーリズムの楽しさを皆に発信する術がありませんの

■ 今回の研修では、一人でも多くの方に伊佐市

のグリーン・ツーリズムの情報や魅力が伝えられるよ

うなノウハウを学んできたいと思いま丸

イテゴの様々な加工品

いろいろな野菜のエキスが入ったラスク

志布志市にグリーン・ツーリズム協議会「志布志市

“志"ツ ーリズム協議会」が設立しま九 この協議会を

中心としたネットワークづくりや情報交換・収集の仕

組みづくり、地域づくりに役立つような情報発信の手

法筆を今回の研修で学び、おぼろげにイメージして

いる“活気あふれる志布志"を現実のものにしたいと

思いま丸

I

高校生による食育綸本読み聞かせ

ト



レンタカーと宿泊のセットプラン

期間中、レンタカー利用にて大隅地区にご宿泊の方

¥5,500キャッシュバック
どこからJbJ購可能: 2012年 3月 31日まで

※このプランは手配旅行になります。お客様のご要望にて手配いたしますが、レンタ
でご了承ください。
※鹿児島県企画「おおすみ24時間無料レンタカープラン」等その他のレンタカープラン 整 型 Fせん,特 典 南大隅町にご宿泊の方は !

南大隅町内のガソリンスタンド利用で

さらに¥3,000の キヤツシユハ
・
ック

レンタカー助成金 5,500円 と合算して

最大¥8,500を キヤツシユハ
゜
ック

① レンタカー

ご希望のレンタカー、車種、利用時間

配車と返車場所をお知らせください。

ご予約後、確認書を送付いたします。

② 宿 泊
ご希望の宿泊場所を手配。大隅地区の

厳選した 29施設をご用意。食事 (夕 朝)

部屋 (和・洋)のご希望をお知らせください。

ご予約後、確認書を送付いたします。

レンタカー・宿泊 ガソリン代は、カードまたは現金にてお支払い頂き、必ず領収書を保管ください

③ 報告
旅行終了後、レンタカー 宿泊 ガソリン代の

領収書をFAXま たは郵送にて、旅行業協同

組合までお送りくださいこ

④ 精算
指定の口座番号をお知らせください。

キャッシュバックいたします。振込手数料は、

組合にて負担いたします。

【ご予約 お問い合わせ 】
鹿児島県旅行業協同組合 魅旅
総合旅行業務取扱管理者 大熊信久

鹿児島県知事登録旅行業2-216号
下892-0816
鹿児島県鹿児島市山下町17-5
電話/ 099… 201-9897
FAX// 099-225-8761
http://www mitabinet

魅旅   歴索k

天然100%の
安心でヘルシーな

食用つばき油
20年以上前、桜島の農地を守る防風林 として大地にしっかり

と根を下ろしたヤブツバキ。

その椿の実だけを原料に、独自の製法で黄金色に輝 く色合い

と甘 く香ばしい香 りを引き出した天然・無添加の『食用つばき

油』。大地の恵みをたっぷ りと吸収した桜島の特産品です。

フルーティで豊潤な味わいと健康維持に大切なオレイン酸を

約85%も 含み、植物油の中でも最 も酸化されにくい性質を

持っています。
〈使い方〉
あつさり軽い風味だから、パスタの仕上げ、魚介料理や ドレッ

シングなど、「生」でそのまま豊かな風味をお楽 しみいただけま

す。また、炒め物や揚げ物など、様々な料理で食材のおいしさを

引き出し、ナチユラルな食感を演出します。

販競 桜島ミユージアム

「
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-ムページ:http:〃 www.sakurajima.gr.jp/tsubakヴ index.html


