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Event  Info

秋の到来です。京都の秋は見どころ満載！み
んなの手のイベントも充実！！恒例の芋煮会
＆ハロウィンイベント、そして、交流バスツ
アー＆ふるさとつながろうツアー等。多くの
イベント企画しております。お気軽にご参加
くださいね！

避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

毎年恒例！！避難者芋煮会　＠鴨川

今後のふるさとつながろうツアーの予定

みんなのカフェ主催ハロウィンイベント

　秋の風物詩、ソウルフードの芋煮を
囲みながらほっこりした時間を一緒に過ごしませんか。

日程　2017年 10月29日（日）
参加費　大人 500円　子供（高校生まで）無料
内容　鴨川河原で東北の芋煮をいただきます！/エンターテインメント（予定）
場所　鴨川出雲橋周辺（昨年と同じ場所）　
アクセス　京都市営地下鉄 鞍馬口駅から徒歩10分
　　　　 京都市バス 37番 出雲橋下車
送迎　鞍馬口駅から送迎希望の方はその旨をご記載ください。
その他　芋煮準備のお手伝いしてくださる方、募集します！！

2017年10月８日（土）・2017年11月4日（日）
→→詳細は 9ページ～12ページ

淡路島うずしおクルーズを楽しむ
避難者交流バスツアー
　大迫力のうずしお見学に淡路島まで行きませんか？
瀬戸内海の景色を堪能しましょう！

日程　2017年 11月 19日（日）
参加費　大人 1,500円/小学生以下 800円 /未就園児 500円/乳児 無料
定員　48名（先着順受付） 　　　　　　　　　　　
スケジュール　　 桃山駅 8:00 →京都駅 8:30→淡路島到着
　　　　　　　　　うずしおクルーズ＆ランチ＆淡路島観光→京都駅到着 18:30

うずしおの旬「秋の大潮」を体感！

→→詳細は 5ページ

ふるさととつながろうツアー参加申込書

申込代表者氏名

申込代表者住所

申込代表者携帯電話番号

帰省先の住所

帰省先の連絡電話番号

希望のツアーの番号

集合場所

会場もしくは集合場所までの交通手段

現地   ・  集合場所 無 ・ 有

　　　－　　　　－　　　　

　　　－　　　　－　　　　

宿泊施設での宿泊

大人・子供（１８歳以下の場合は年齢を銘記）　　　　歳
参加者氏名１

交通経路
往路　　　　月　　　　日　　　　　　　　　線

復路　　　　月　　　　日　　　　　　　　　線

大人・子供（１８歳以下の場合は年齢を銘記）　　　　歳
参加者氏名2

交通経路
往路　　　　月　　　　日　　　　　　　　　線

復路　　　　月　　　　日　　　　　　　　　線

大人・子供（１８歳以下の場合は年齢を銘記）　　　　歳
参加者氏名3

交通経路
往路　　　　月　　　　日　　　　　　　　　線

復路　　　　月　　　　日　　　　　　　　　線

大人・子供（１８歳以下の場合は年齢を銘記）　　　　歳
参加者氏名4

交通経路
往路　　　　月　　　　日　　　　　　　　　線

復路　　　　月　　　　日　　　　　　　　　線

お申し込み　【参加代表者名/参加人数（大人・子供）/連絡先
　　　　　　電話番号】を記載の上、みんなの手までメールもしくは郵送で

下
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出町柳

出雲橋



内　容　品目は、野菜・果物・米・豆・牛。 何でも挑
　　　　戦する、現代版百姓の農業を学ぶ
研修費　無料（みんなの手で負担します）
定　員　３人（多数の場合抽選）
募集締切　2017年 10月13日（予定）
お申込　みんなの手まで
その他　宿泊は与謝野町の住宅（参加者と共同の暮
　　　　らし）。インターンシップですが、継続も可
　　　　能！食事代など別途負担あり
お問い合わせ先
　与謝野町観光交流課 担当：福西さん
　電話 :0772-43-9016
　メール : kankokoryu@town.yosano.lg.jp

キャリア情報
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再就職を考えている方に
就職先のご案内

日本生命保険総合会社
カスタマーサービス推進室
サービスサポートスタッフのお仕事

ポイント　他の支店よりもエリアが広く、目的
に合わせて生活と両立しながら働ける職場で、
お客様により良い提案をしながらキャリアも給
料もアップできるやりがいがある仕事です。

正社員登用後　初任給 20万＋賞与２回
　平均賞与 全国平均91万円　
　（研修時は時給 1,200円＋諸手当）
仕事内容　契約者様へのアフターサービス・コ
　ンサルティング業務
勤務時間　9:20-17:20( 休憩１時間）
　休日 土日祝日
待　　遇　社会保険・魅力的な老後保障、頼れる
　健康保険、充実した教育体制（実地知識研修・
　実地研修他・損害保険募集人一般試験・生保大
　学過程試験・FP技能検定試験等資格取得支援
　制度あり）
勤務地　心斎橋
会社説明会　2017年10月5日（木）
　14-15& 18-19・12日（木）　　　　　　　　
　11-12&18-19・14日（土）　　　　　　　　
　11-12&18-19
会社説明会&昼食懇親会
　Natural Italian Hibiki　　　　　　　　　　
　月曜日̶土曜日 11:30-14:30
片付けセミナー開催
　2017年10月5日 13:30-15:00
　日本生命カスタマーサービス推進室
　　　　ご連絡先　0120-127-318

移住を考えておられる方へ

For Your Life

住まいの情報

京都移住計画主催の移住先訪問ランチツアー
（交通費＆ランチ代を負担します！）

休日のランチを、すこし贅沢に過ごしながら、
子育て世代の移住に積極的な「南丹市　美山町
鶴ヶ岡地区」の移住候補地に伺います。美山町
鶴ヶ岡地区は、移住促進特別区域に指定されて
おり、移住者を積極的に歓迎している地域です。
川遊びや雪遊びなど、季節を感じながら子育て
したい方は是非お越しください！

日　時　10月 22日（日）10:30～15:10
　（園部駅 16:17 発京都行き快速）
集合場所
　園部駅西口 10:30 集合
　JR嵯峨野線普通9:33京都駅発→10:16園部駅着
　※園部駅から会場近くまでは南丹市公用車で
　向かいます。※自家用車でお越しの場合、ムラの駅
　たなせんに駐車可能。11:20に集合お願いします。
開催場所　ムラの駅たなせん
　http://www.pref.kyoto.jp/tisantisho/
　1271035762862.html
内　容　①子育て環境を考え、大阪から美山に
　Uターンされた子育てママの話を聞く
　②ムラガーレ食堂でランチ
　③滝や小学校など実際に住んだ時の目線で地
　域をまわる

農業＆田舎暮らしを体験したい方へ

参加費　無料（昼食は地元名物食堂「ムラガーレ
　食堂」）交通費＆ランチ代はみんなの手で負担
　します！
定　員　10組様（20名まで）
お申込　みんなの手まで
主　催　京都府南丹広域振興局、南丹市、京の田
　舎ぐらし・ふるさとセンター企画協力

与謝野町の仕事や暮らしに触れる14日間
「よさのワーキングステイ・トライアル 2017」の
「農業編」プログラムの参加者募集のご案内

多種多様な品目を
育て、人と自然に
やさしい農業をし
ているアップル
ファームでの農業体験。農業に興味のある方、
色んな作物に触れてみたい方、牛が好きな方、
ぜひおすすめです！

体験期間　2017年 10下旬～ 11月上旬
　※参加者との日程調整の上決定
場　所　アップルファーム 京都府与謝野郡与謝野町
アクセス　【電車】京都駅から（JR山陰本線）
　 福知山駅で京都丹後鉄道に乗り換え与謝野駅
　まで（約2時間20分）
　【車】京都市内から京都縦貫自動車道・沓掛IC
　から与謝天橋立IC（約1時間20分）

（みんなの手が研修費負担します！）



日　時　2017年10月29日（金）
　ハロウィンナイトイベント
スケジュール
　16:30ー　ハロウィンオープンハウス スタート
　ハロウィンにちなんだゲームコーナー＆屋台
　18:00 ー　ハロウィンパレード
　コスチュームコンテスト
　（優勝者にはプレゼントあり！！）
参加費　通常 1000円→避難者の方は 500円
その他　参加希望の子供さんは、仮装して、お菓
　　　　子を入れるバッグをご持参ください。
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みんなのカフェ主催イベント
ハロウィンイベント＠みんなのカフェ

イベント情報

Event  Info

むぎ笛コンサート

清水焼の郷祭りー大陶器市＆
ちーびずマルシェ

日　時　2017年10月20日（金）、21日（土）、22日（日）
場　所　山科清水焼団地周辺
内容　清水焼格安販売 /どろんこ遊び（無料）/ロ
　クロ体験（有料）
　京都ちーびずマルシェ（京都の美味しいものの出
　店コーナー/丹後のジェラート/抹茶カフェ/地
　ビール/ジビエソーセージ/壺プリン/米粉唐揚げ
　つきたて餅/エコファーマーの作った野菜＆丹波
　の枝豆販売など）
　飲食コーナー（カレー、そば、カフェ）音楽演
　奏のステージ（フィドルバイオリンから懐かしい
　ユーミンメドレーまで楽しめる）
避難者特典　みんなのカフェの酒粕ベジタリア
　ンカレーランチ＆青みかんスカッシュ無料プ
　レゼント
お申込み　みんなのカフェ 075-632-9352

日　時　2017年10月7日（土）
　15時開演（14時半開場）
場　所　門真市民文化会館 ルミエール大ホール
料　金　前売り券 1,500円を
　避難者の方には１,000円に
お申込み　090-8938-3111

「みんなのカフェ」では定期的なワークショップや、楽しいイベント、交流会を
企画しています。避難者の方は、無料もしくは割引価格で参加できますので、お
友達もお誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。

カフェワークショップ

Workshops

キッズ英語
（小学生クラス）
大人英語
（ 入門、初中級）
うたごえカフェ
ベビーマッサージ

楽ちん抱っこ
グルーデコ

キッズ英語
（幼児クラス）
鍼灸マッサージ
気功クラス

大人英語
（中上級）
キッズ英語
（小学生クラス）
うたごえカフェ

ベビーマッサージ 朝ヨーガ(10/29)
篠笛カフェ

第3

第 2
第1・4

第 2
第 2第 4

第４
第４

予約

毎週 毎週 毎週 不定期

毎週毎週

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 日曜日
MON

TU
E

WED
TH

U
FR

I
SUN

気功クラス
ゆっくりと息をしながら自分の心に向き
合います。（予約制）
9:30 ～ 11:00（第１・第 4 水曜日）
参加費 : 無料／講師 : 長谷川和枝

鍼灸マッサージ＆癒しのセッション
お一人 30 分のセッションです。マッサー
ジの施術を受け悩み相談ができます。
水曜日　15:00 ～ 17:00
予約要／参加費 : 無料／講師 : 松岡善雄

ふわふわベビーマッサージ教室
生後２ヶ月～２歳のお
子さんが対象です。( 予
約制 )
参加費 :200 円（オイ
ル代込）
第２金曜日・第４月曜日
　10:30 ～ 13:30
持ち物　バスタオル、フェイスタオル等
講師 : こもざわとえみ、せとあつこ

楽ちん抱っこと楽しいおんぶ
素手抱っこやスリング体験、紐の調整な
ど知って楽ちんなコツを伝授し
ます。
第３火曜日　9:30～11:00
　※先着 5 名
参加費 :500 円
講師 : 山田今日子

朝ヨーガ (10/29)
鍼灸師の先生がインドの伝統的なヨーガ
を伝授。呼吸を意識し無理なく身体を動
かします。シニアの方にもおすすめ。
不定期開催／日曜日　9:30 ～ 11:00
参加費 : 無料／講師 : 松岡善雄

グルーデコ講座
キラキラ光るスワロフスキーを使ってア
クセサリー（ペンダント）を作ります。
初心者の方でも簡単に作れます。
参加費　500 円（材料代込）
第４火曜日　15:30 ～ 17:00
講師　林むつみ

うたごえカフェ
リクエスト曲に加え、懐かしの歌から朝ドラ
の歌、合唱曲、季節の歌など毎回たくさん
のジャンルの歌を歌っています。ピアノの
生演奏に合わせてみんなで歌います。
参加費 :500 円（ワンドリンク代込）
第２木曜日・第４月曜日　15:00 ～ 17:00
講師　上平知子

篠笛カフェ「笛吹体験」
講師が吹き方を
丁寧に指導しま
すのでどなたで
もお気軽に参加
できます。楽器
のない方には笛
をお貸ししております。( 予約制 )
第２日曜日　10:00～11:00　※先着5 名
参加費 :500 円／講師 : 川崎安弥子

キッズ英語（予約制） 
楽しみながら基礎英語力を養います。４
スキルを伸ばします。
受講料 : 月額 2,500 円（月 4 回）
　　　 その他教材費は実費
幼児英語（幼稚園生対象）　
　火曜日　14:30 ～ 15:20
小学生英語
　月曜日　17:10 ～ 18:10
　木曜日　17:00 ～ 18:00

大人の英語クラス（事前予約不要） 
目的やレベルに合わ
せた指導で、英語で
話せ考える力を養い
ます。
受講料　1 回 500 円
入門クラス　　月曜日　16:00 ～ 17:00
初中級クラス　月曜日　14:50 ～ 15:50
中上級クラス 木曜日 　9:30 ～ 10:40
講師　西山祐子（キッズ英語、大人英語）

避難者
参加費
割引！ 酒粕カレー

＆ドリンク
無料！

チケット
500円
割引 

みんなのカフェの毎年恒例のハロウィンイベント。今
年は、ハロウィンオープンハウスを開催します。ハロ
ウィンゲームやアクティビティや屋台が自由に楽しめ
ます。その後は、大手筋商店街に繰り出し、ハロウィ
ンパレードをします。「トリックオアトリート」と言
えたら商店街でたくさんお菓子をいただけます。地元
の友達も誘って一緒に参加してください！

女性コーラスの綺麗な歌声コンサートの
ご案内です。京のわらべうた、大地讃頌、
ゴッドファーザー愛のテーマなどの演奏

年に一度の清水焼陶器団地のお祭り！京焼・清水焼
屋台が並び食器や陶芸品、独創的な手づくり品の安
売り市。陶器 50円スタートで約 50万点を即売。直
売コーナーの他、陶器作り体験コーナー＆音楽ステー
ジ＆京都府内の美味しいもんコーナーありのオスス
メイベントです。



8 月 21日（土）夏の交流バスツアーを開催しました。
子どもさんから大人の方まで参加者 58名で丹後の蒲
井にある「風蘭の館」に訪れました。風蘭の館では、
地元の方が出迎えてくださり、記念の流木で作った
手作りペンダントをいただきました。
　到着後すぐに、海鮮バーベキュースタート！朝一
番の漁で取れた魚を炭火の上にのせ、焼きたての魚
をグリルして熱々をいただきました。丸ごとの鯛を
のせて蒸しあげた鯛めしも美味しく、あっという間
になくなりました。
　腹ごしらえのあとは、シーカヤックに挑戦。ほと

んどの参加者が初めての挑戦でした。インスト
ラクターの指導の後、全員がカヤックに乗

り込みに海へ。穏やかな海の上でカ
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　9月８日（土）開催のディナーナイトに、京都府内
外から避難者の方々が 20名ほどが集まりました。
　みなカフェの特製「鱧わっぱ飯コースディナー」の
後、フィドラー島袋さんのバイオリンの演奏会が始ま
りました。アイリッシュの香りのするバイオリンの音
色は夏の終わりにふさわしく心踊るメロディーでし
た。
　マジックショーでは、マジシャンの野立さんがカー
ドやテープやロープを使った見事な技を披露してくれ
ました。巧みな話術で会場を終始、笑いの渦に包み、
ひと時も飽きさせない素晴らしいエンターテインメン
トでした。「関西じゃないと味わえない」スペシャル
マジックショーに皆さん大満足の様子でした。

　始めての方の参加が多かったのですが、皆さんすぐ
に打ち解けて話が弾み止まらない様子でした。福島大
学からお越しいただいた本多先生も、避難者と積極的
に話され、希望者の相談にのっておられました。
　参加者の方からは「マジシャンのトークと参加者と
のインタラクションが面白かった」「他の避難者とゆっ
くり話すことができてよかった」「ストレス解消でき
た」などの感想をいただきました。
　避難生活の中で大変なこともあると思いますが、避
難者通しが集い、互いの状況や心境をざっくばらんに
語り、互いの思いを共有できる機会を持つことは必要
なことだと思います。今後もそのような場作りをして
いきたいと思います。

夏ツアー
ヤッキングにチャレンジ。「思った
より、簡単だった！」「またやりた
い！」と、大人気でした！
　フリータイムでは、各自が思い
思いに海の一日を楽しみました。浅瀬で海の生き物
を探す親子、海岸のはずれのツリーハウス目指して
海を横断＆シュノーケリングに挑戦チーム、海岸で
のんびりと海を見て過ごす参加者など。思う存分「海
の京都」を満喫しました。
　あっという間の１日。避難者同士のつながりもで
き、充実したツアーでした。今後も楽しいバスツアー
を企画しておりますので、皆様のご参加をお待ちし
ております。

Column

われていた水田をトラクターで耕運し、牛の堆肥を運
んで散布し、１６年１０月に牧草の種をまきました。
京都にいた三男の豊さんも１６年３月に家族と福島市
に戻り、再び父親と一緒に働いています。思い描くの
は「良質な和牛の肥育から肉の販売まで一貫して手掛
けたい」という新しい将来。山田さんも地元の農家か
ら水田を借り、来年以降の放牧地を広げようとしてい
ます。「避難先の後継者たちが夢を持って帰還できる
よう道を開けたら」と願います。

　福島県外にひまわりの種を植えて採取したひまわり
の種を福島に送りひまわり油にする「ひまわりプロ
ジェクト」の子ども大使が、今年も福島県から京丹後
を訪れました。最初の２日間は、丹後の蒲井地区、そ
して与謝野郡与謝野町で、震災の体験や思いを町民に
伝えました。（前回のニュースレターで報告しました）
　その後、京都市に移動して、京都市伏見区の橘中学
校を訪れました。橘中学校は東日本大震災直後から被
災地との関わりを持ちながら支援活動をしてきた中学
校です。ひまわり大使の震災の体験をグループごとに
聞き、まとめて発表する取り組みをしました。
　東日本大震災が発生した時に小学生だった生徒に
とって、震災はとても遠い出来事。質問をしながら体
験について積極的に学ぼうとしている生徒もいる反
面、なかなか話が飲み込めないグループもいました。
立命館大学の特命教授・名誉教授の安斎育郎先生の放
射能に関する話も全員が熱心に聞き、遠い記憶の震災
について互いに学び合う良い機会になったかようで
す。
　次の目的地は、兵庫県篠山市。「ひまわりプロジェク
ト」を以前から応援してくれている篠山市でどの
ような出会いが待っているか、楽しみです。

　２０１７年６月７日。東京電力福島第１原発事故の
避難指示が解除された福島県飯舘村に、６年ぶりに牛
の鳴き声が響きました。避難生活の間も畜産再開の希
望を捨てずに温めた、「水田を北海道並みの放牧地に
して牛を飼おう」という常識破りの試験の始まりです。
　同村松塚の農業山田猛史さん（６８）は福島市の避
難先の牛舎から雌の黒毛和牛６頭を運びました。牛舎
しか知らない牛たちは自由な楽園と知り、うまそうに
牧草をはみました。
　山田さんと共同で試験に取り組む福島県畜産研究所
は秋まで２回、牛や牧草に土壌から放射性物質の移行
がないかを調べます。事前検査では牧草から全く検出
されず、「安全を確認すれば、新しい農業復興策とし
て県内の被災地に広めたい」と期待します。汚染土の
黒い袋が野積みされ、後に盛られた山土が砂漠のよう
に広がる村で貴重な希望の芽です。
　村は阿武隈山地の高冷地。宿命的な冷害克服の農業
として農家は畜産に取り組み、２２３戸が約３０００
頭の和牛を飼っていました。原発事故後の全村避難で
大半の牛は処分されましたが、山田さんは愛着を捨て
ず避難先でも生業を続けました。後継者の三男豊さん
（３４）は家族と福島市に避難。偶然読んだ雑誌で京
都市の食肉卸会社「中勢以」を知り、「食肉の面から
牛を勉強し直したい」と思い立って就職。山田さんに
も希望を与えました。
　地元の関根松塚行政区は村内でも放射線量が低い地
域ですが、住民に「帰還後」の土地利用を聴くと、「水
田で稲作」は３人だけで自家米作りでした。「飯舘の
コメは風評で売れない」との諦めが多くの農家にある
のです。耕作放棄地が増える懸念に、米価暴落も加わ
りました。行政区の復興部長になった山田さんが着想
した解決策が「水田放牧」でした。
　山田さんの提案を受けた飯舘村を通じて、福島県は
「水田放牧」に注目。県畜産研究所との共同試験が決
まったのでした。山田さんはあぜを撤去し、山砂で覆

ふるさと通信「被災地はいま」　（2）

寺島　英弥　（てらしま　ひでや）　ジャーナリスト、河北新報論説委員
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町と町を結ぶ



発行者：一般社団法人みんなの手 オフィス　TEL:075-632-9352

メールアドレス：minnanote123@gmail.com
ホームページ：minnanote.org
フェイスブック：www.facebook.com/minnanote

カフェワークショップ：イベント申し込み
TEL:075-632-9352近鉄「桃山御陵前」駅より徒歩2分

京阪「伏見桃山」駅より徒歩1分

〒612-8082
京都市伏見区両替町4-319

お問い合わせ・相談
TEL:070-5656-5621

みんなのカフェ
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福島県Minnanote is
supported by

日時　2017年 10月 27日 ( 金 )～12月 3日（日）
　　　17:00～21:00
見どころ　回遊式庭園に枯山水庭園を取り込んだ青龍殿庭
園一帯のライトアップ
場所　京都市山科区逗子奥花鳥町 28
アクセス　【地下鉄】東西線蹴上駅 徒歩 15分

日時：2017年 10月 28日 ( 土 )～12月 10日（日）
　　　18:30～21:30
見どころ：五重塔だけでなく、ひょうたん池を中心とした
回遊式庭園・東寺庭園のライトアップ
場所：京都市南区九条町 1
アクセス　【電車】近鉄京都駅東寺駅 徒歩 10分
　　　　　【バス】東寺東門 すぐ

日時　2017年 10月 28日 ( 土 )～12月 3日（日）
　　　10:00～16:00
場所　北野天満宮 ( 京都市上京区御前通今出川上る馬喰町 )
アクセス　【電車】嵐電 北野白梅町 徒歩 7分
　　　　　【バス】北野天満宮前 徒歩すぐ

京都だより

Project

日時　2017年 10月 22日 ( 日 )　18:00 頃
場所　由岐神社 京都市左京区鞍馬本町 1073
アクセス　【電車】叡山電鉄鞍馬線　鞍馬駅
　　　　　【バス】鞍馬駅

ライトアップ開始！

将軍塚青龍殿

東　寺

北野天満宮もみじ苑・御土居公開

清凉寺嵯峨大念仏狂言

鞍馬の火祭り

豊臣秀吉公が洛中洛外の境界と水防のために築いた土塁「御
土居」の一部と自然林が残り、約 300本の紅葉を楽しめる

日時　2017年 10月 22日 ( 日 )　13:30/14:30/15:30
場所　清凉寺 ( 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町 46)
アクセス　【電車】JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅 徒歩 15分
　　　　　　　　嵐電 嵐山駅 徒歩 15分
　　　　　【バス】嵯峨釈迦堂前 徒歩 1分

嵯峨大念仏狂言は京の３大狂言。毎年 4月、10月、11月、
3月公演

燃えさかる松明（たいまつ）が照らす漆黒の夜空に、男衆
の勇ましい掛け声が響き渡る。圧巻
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立て替えなしで

参加できる

オプションあり！

NEW!

APPLICATION電話 075-632-9352
お問い合わせ 070-5656-5621 (西山)
HP minnanote.org 
FB facebook.com/minnanote/
主催　一般社団みんなの手
         supported by 福島県避難者支援課
　　　〒612-8082 京都市伏見区両替町 4-319　

参加費用について

　避難先から帰省先までの旅費を補助いたします。交通費＆宿泊費の
上限はお一人最大 8万円まで。

対象

　福島県から西日本に避難されている方（自主避難者の方優先）

お申し込み

　ご希望の方は、申込書に必要事項を記入して、みんなの手まで、メー
ルもしくは郵送でお申込ください。（各回定員あり）

実施日

2017年10月　秋の味覚・福島市の果樹園訪問ツアー
2017年11月　飯坂温泉ぶらりツアー
2017年 12月　田村町 自然酒造醸造元を訪ねるツアー
2018年 1月　  二本松市東和 農家民宿出迎える正月ツアー
2018年 3月　 三春町 デコ屋敷巡り＆三春駒作り体験ツアー

　今年も、避難先とふるさと福島とのつながりを深めていただくため

に、「ふるさととつながろうツアー」を企画いたしました。今年のテー

マは「もっと知って、もっと好きになる福島」というテーマで福島県

内のツアーを実施いたします。避難先から交流会ツアー場所までの交

流費は無料ですのでふるってご参加ください。この機会にふるさとの

良さを再発見して、今後の生活設計にお役立てください。

避難者の皆様へ 清算の方法

　旅費負担の条件として、交通費もしくは宿泊費の支払いの領収書を
提出後に清算させていただきます。

　旅行代理店を通じて行いますので交通費負担なしでの参加も可能で
す。その場合は、出発２週間前までの申し込みが必要です。

交通費負担なしオプション

申込が 10名様以下の場合は、ツアーを中止することがございます。
ご了承ください。 

公共の交通機関（新幹線・在来線・地下鉄・飛行機・バス）の交通
費、もしくは、ご自分の車で参加される場合は、高速代とガソリン
代を支給いたします。

原則レンタカー代は支給対象にはなりません。ご希望の方は事前に
お問い合わせください。

宿泊場所がない方はご相談ください。宿泊費は交流会の日のみの支
給になります。

定員が限られていたために、申し込みが多い場合は抽選になります。

必ず申し込み用紙に記入し、お申し込みください。申込書に明記し
た交通手段を変更する場合は、事前にご連絡ください。

数多くの方に参加していただきたいので、新幹線の乗車券は往復（往
復割があるため）でご購入ください。

お申し込みに際しての注意事項
（福島県からの規定により設定）
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2018年ツアー

オススメどころ

オススメどころ

　ガイドツアーで教えていただくパワースポット巡りや自分
のオリジナルの三春ゴマや張子が作れる！！ 顔半面の張り子の
ひょっとこをつけて踊る七福神踊り「ひょっとこ踊り」も見
れる！

　2014年の帰省ツアーのゲストスピーカーだった元福島県有機
農業ネットワーク代表菅野さんの民宿を訪ねます。農業や里山体
験、福島の現状を伝える語り部ツアーなどについてのお話を伺い、
里山の正月を体験します！畑でとれた新鮮な有機野菜をふんだん
に使ったランチとつきたてのお餅をいただきながら、地元の方と
交流しましょう！

1月3日（水）

3月25日（日）

集合・解散
10:15　郡山駅 集合
16:00　郡山駅 解散

杵付き餅つき体験 /つきたて餅と有機野菜ランチ /地場ワインの
試飲 /地元住民との交流

内容

デコ屋敷の古民家探索ガイドツアー /三春駒や張り子の絵付け体
験 /震災後の三春町の取り組みのお話（予定）

内容

2018年ツアー

二本松市東和　農家民宿で迎える
正月ツアー

お土産あり

お土産あり

1

2

集合・解散
10:00　福島駅西口 集合
16:00　福島駅 解散

第一次締切

定　　　員
20名

（お申し込み多数の場合は抽選）

2017年 11月1日（水）

第一次締切

定　　　員
30名

（お申し込み多数の場合は抽選）

2018年 1月15日（月）

三春町デコ屋敷巡り＆
三春駒作り体験ツアー
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11月4日（祝土）

12月29日（金）

12017年ツアー 2017年ツアー

2017年ツアー

オススメどころ

　日本で最初の自然酒を醸した醸造元。自然米 100％、純米
100％、天然水 100％、の酒造りをしている。全国新酒鑑評会金
賞の蔵元。真に豊かな田舎にし、自給自足の蔵を目指し、甘酒や
ノンアルコールの発酵食の開発も手がけている注目度No1の酒
蔵を訪れるプレミアツアー。

酒造見学 自然酒造の酒のこだわりについてのお話

10月8日（日）

集合・解散
13:00　郡山駅 集合
16:00　郡山駅 解散

集合・解散
10:10　福島駅飯坂線
      　  乗り場改札口 集合
（もしくは10:50に飯坂温泉)
14:00　飯坂温泉駅解散

第一次締切

内容

福島で開催～地域とつなぐマルシェの見学と運営スタッフのお話
有機果樹園を訪問し旬の味覚・ブドウの試食！！ 

内容 老舗旅館を訪問＆女将のお話/飯坂の花柳界を支えてきた老舗三味
線屋さんを訪問/おしゃれな飯坂拠点コミュニテイカフェでランチ

内容

定　　　員

2

3

飯坂温泉ぶらりツアー

20名
（お申し込み多数の場合は抽選）

秋の味覚・福島の果樹園
訪問ツアー

2017年 11月1日（水）

第一次締切

定　　　員
10名

（お申し込み多数の場合は抽選）

2017年10月10日（火）

集合・解散
13:00　福島駅東口駅改札 集合
16:00頃　福島駅 解散

第一次締切

定　　　員
10名

（数名空きあり）

2017年 9月30日（土）

田村町の
自然酒造醸造元を訪ねるツアー
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