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農業・漁業体験 農村・漁村体験 料理・お菓子作り その他
収穫（椎茸、筍、ごぼう、里芋、人参、ふき、ヨモギ） 竹細工(箸作り等) おやつ作り( おはぎ あんこ餅 史跡見学
種まき（落花生　　インゲン　そば　夏野菜） 港、砂浜のゴミ拾い　海岸散 よもぎ餅　ケーキ) バンダナ染
植え付け（ネギ　トマト　キュウリ　ナス　さつまいも　じゃがいも　さやえんどう　里芋） 滝見物　　　岳切渓谷散策 そば打ち　だんご汁 念珠作り
ぶどう関連作業（ビ二ール張り　敷藁撒き　） オオサンショウウオ見学 手打ちうどん　とり天　 箸置き作り
その他作業(苗代土入れ　畑の草取り　害獣よけ棚作り　ポット苗作り　植付け準備) 筍掘り　川遊び　わらくくり ピザ作り　　筍の煮物 裏山散策
漁業体験(潮干狩り　網手入れ　乗船　魚釣り) 山野草採り　藤園見学 餅つき　たんぽぽかつ ワイナリー見学

魚市場見学　石ひび漁見学 海鮮BBQ
収穫（椎茸　玉ねぎ　筍　ハーブ　サラダ菜　レタス　チンゲン菜　小松菜　キャベツ　高菜　にんにく　梅） 竹細工 おやつ作り(まんじゅう　よもぎ餅 史跡見学
種まき（ハツカ大根　人参　みとり豆　とうもろこし　インゲン豆　水菜） 滝見学 スイートポテト　やせうま) 草木染め　押し花
植え付け（里芋　サツマイモ　しょうが　唐辛子　ウリ　ゴーヤ　トマト　トウモロコシ　きゅうり　大根菜　シソ ホタル観賞　星空観察 手打ちうどん　そば打ち 葉っぱでバッタ作り
かぼちゃ　ウリ　落花生　レタス　山芋） 山菜採り　卵採り 餅つき（いちご大福　酢餅等） お手玉作り　竹馬
ぶどう関連作業（枝整理　敷き藁撒き　穴掘り　花切り） 山登り　イチゴ狩り お弁当作り 絵手紙　石絵
お米関連作業（苗箱の土入れ　田植え　精米　袋、箱詰め） 日の出観賞 パン作り　ピザ作り ワイナリー見学
その他作業（芽摘み　椎茸の駒打ち　支柱作り　野菜の手入れ　作物の選別　畑の耕作　電柵取り付け 山登り　陶芸見学 だんご汁作り 手芸　陶芸
茶摘み　馬、子ヤギの世話　乾椎茸の選別　畝作り　市場出荷　マルチ張り　わら運び　竹切り） バードウォッチング ソーメン流し 香り袋作り
漁村の体験（漁業体験　潮干狩り　魚釣り　乗船　船整備　魚介選別　干物作り　まき網　ロープワーク　底 魚市場・港見学　潮干狩り 海鮮BBQ コマ作り　竹トンボ

港町散策　川遊び 鹿カレー エコバッグ作り
収穫（玉ねぎ　にんにく　ジャガイモ　きゅうり　そら豆　エンドウ豆　レタス　にんじん　ほうれん草 竹細工　お箸作り おやつ作り(まんじゅう　よもぎ餅 史跡見学
らっきょう　トマト　山椒　しそ　どくだみ　ごぼう　大根　梅　びわ　どくだみ　ラッキョウ しいたけ） 梅ちぎり　卵とり 手打ちうどん　そば打ち 草木染め　押し花
種まき（にんじん　インゲン豆　小豆　小松菜　ごま　ササゲ） ホタル観賞 流しそうめん　 葉っぱでバッタ作り
植え付け（さつまいも　トウモロコシ　ねぎ　イチゴ　ミトリ豆　コスモス　ピーマン　かぼちゃ　青紫蘇 滝見物　魚釣り　川遊び だんご汁作り　やせうま作り おつとめ　念珠作り
落花生　ミトリ豆） 薪拾い　薪割り かしわ飯作り ヨガ体験
お米関連作業（苗箱運び　苗箱洗い　田植え） 竹の子掘り　山菜採り パン作り　石釜ピザ作り 鏝絵作り
ぶどう関連作業（袋かけ　枝整理　敷き藁撒き　穴掘り　収穫） 梅ちぎり 納豆作り　豆腐作り エコバック作り
牛の飼育作業（えさやり　放牧） 山登り　わらぞうり作り こんにゃく作り 廃油石鹸作り
その他作業（椎茸の伏せ込み　畑の耕作　麦の刈り取り　合鴨の世話　モグラよけ作り 里いもの手入れ 野生動物観察 漬け物　梅干し作り お手玉作り
玉ねぎの保存作業　野菜の選別　イノシシ柵作り　野菜の支柱作り　野菜シート掛け BBQ
野菜の手入れ　うね作り）
漁村の体験（漁業体験　マテ貝掘り　魚をさばく　セリ見学　潮干狩り）

収穫（ジャガイモ　しそ　トマト　きゅうり　らっきょう　ブルーベリー　かぼちゃ　なすび） 竹細工 おやつ作り（まんじゅう　石垣餅 史跡見学
種まき（大豆　ひまわり　人参　ホウレン草　大根　ナス　ピーマン） 星空観察 手打ちうどん　そば打ち 押し花
植付け（トウモロコシ　きゅうり　ネギ　インゲン豆　らっきょう　さつまいも） 滝見物 流しそうめん 葉っぱでバッタ作り
お米関連作業（苗箱洗い　精米）　　　　　　　　ぶどう関連作業（袋かけ　穴掘り　枝整理　ブドウの箱折り） 魚釣り だんご汁作り おつとめ　念珠作り
ぶどう関連作業（袋かけ　穴掘り　枝整理　ブドウの箱折り） 川遊び かしわ飯作り 鏝絵作り
牛の飼育作業（えさやり　放牧） 薪割り パン作り　石釜ピザ作り エコバック作り
その他作業（畑の藁敷き　畑の手入れ　カボスの剪定　畑の耕作　野菜の支柱立て　野菜シート掛け 山菜採り おから料理作り 地元小学校訪問
肥料撒き　野菜選別作業　玉ねぎの保存作業 ） 花火 納豆作り　豆腐作り
漁村の体験（漁業体験　干物作り　漁船清掃） 野生動物観察 漬け物　梅干し作り

月別体験内容（H26年度実績）
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農業・漁業体験 農村・漁村体験 料理・お菓子作り その他
収穫（カボス　さつまいも　唐辛子　ミトリ豆　トマト　きゅうり　オクラ　なすび　ピーマン　とうもろこし 竹細工 おやつ作り（まんじゅう　石垣餅 史跡見学
かぼちゃ　インゲン豆　落花生 カボス　つるむらさき　クウシンサイ　栗　柚子　ゴボウ 星空観賞 手打ちうどん　そば打ち 草木染め
種まき（人参　ホウレン草　水菜　玉ねぎ　水菜　高菜　わけぎ 滝見物 流しそうめん　柚子こしょう作り 押し花
植付け（ジャガイモ　レタス　キャベツ　大根　白菜　にんにく　ブロッコリー　らっきょう 釣り竿作り やせうま作り 葉っぱでバッタ作り
お米関連作業（田んぼの草取り　精米 魚釣り　川遊び パン作り おつとめ　念珠作り
ぶどう関連作業（収穫　出荷　ハウスビニール撤去　穴掘り　枝整理 薪割り 石釜ピザ作り 絵手紙
牛の飼育作業（えさやり　放牧） 花火 カボスしぼり お手玉作り
その他作業（野菜・果物選別作業　市場見学　野菜シート掛け　畑の耕作　畑の草取り　肥料運び） 柿ちぎり こんにゃく作り 陶芸体験
漁村の体験（漁業体験　干物作り　漁船清掃　魚市場見学） 野生動物観察 納豆作り モグラおどし作り

ワイン作り
収穫（カボス　さつまいも　しその実　落花生　椎茸　ゴボウ　ネギ　なすび　里いも　トマト　生姜　栗 竹細工　 おやつ作り（まんじゅう　石垣餅等）史跡見学
人参　ホウレン草　ピーマン　小豆　柚子　かぼちゃ　柿　四角豆　インゲン豆　キュウリ　大根菜　オクラ 星空観察 手打ちうどん　そば打ち 草木染め
種まき（大根　高菜　ほうれん草　人参　スナップえんどう　ゴボウ 滝見物 だんご汁作り 押し花
植付け（白菜　らっきょう　にんにく　ジャガイモ　えんどう豆　ターサイ　サラダ菜　アスパラ　春菊 魚釣り やせうま作り 葉っぱでバッタ作り
お米関連作業（稲刈　稲の陰干し　電柵外し　精米　わらこずみ作り 薪割り パン作り おつとめ　念珠作り
ぶどう関連作業（ぶどう園草取り　ハウスビニール撤去　穴掘り 栗拾い　銀杏拾い　焼き芋 納豆作り　こんにゃく作り 絵手紙
牛の飼育作業（えさやり　放牧 柿ちぎり　干し柿作り ピーナツ豆腐作り 毛糸たわし作り
その他作業（畑の耕作　肥料撒き　市場見学　野菜シート掛け 秋祭り（神楽）見学 柚子こしょう作り　カボスしぼり　 モグラおどし作り

漁村の体験（漁業体験　干物作り　漁船清掃　魚市場見学） 野生動物観察 餅つき

収穫（カボス　小豆　さつまいも　大根　ゴボウ　里いも　椎茸　落花生　インゲン豆　柚子 じゃがいも 竹細工 おやつ作り（まんじゅう　石垣餅等）史跡見学
うずら豆　銀杏　柿　唐辛子　トマト　キウイ　生姜　ナス　白菜　大根　キャベツ 藁小積 パン作り 草木染め
種まき（大根　ホウレン草　春菊　ゴボウ　ねぎ 星空観察 手打ちうどん　そば打ち 押し花
植付け（玉ねぎ　にんにく　高菜　キャベツ　レタス　ネギ 滝見物 だんご汁作り 葉っぱでバッタ作り
お米関連作業（藁こずみ作り 薪割り カボスしぼり おつとめ
ぶどう関連作業（穴掘り　肥料撒き　枝整理　ハウスビニール撤去 栗拾い 納豆作り 念珠作り
牛の管理（えさやり　放牧 柿ちぎり　干し柿作り こんにゃく作り 絵手紙
その他作業（畑の耕作　野菜シート掛け　肥料運び　肥料撒き　畑の草取り　椎茸原木起こし） 栗拾い　焼き芋 餅つき

漁村の体験（漁業体験　干物作り　漁船清掃　魚市場見学　網の手入れ 野生動物観賞 漬け物作り

収穫（カボス　じゃがいも　椎茸　白菜　キャベツ　大根　カブ　人参　ホウレン草　大豆　みかん 竹細工 おやつ作り（まんじゅう　石垣餅等）史跡見学
柚子　さつまいも　春菊　里いも） 星空観察 手打ちうどん　そば打ち　 草木染め　
種まき（じゃがいも　らっきょう　大根　えんどう豆　みょうが　玉ねぎ　キャベツ　里いも） 薪割り だんご汁作り おつとめ　念珠作り
植付け（小松菜　玉ねぎ　ホウレン草　ゴボウ　人参　大根） しめ縄作り かしわご飯作り 鏝絵作り
ぶどう関連作業（穴掘り　枝整理　ハウスビニール張り　樹皮むき） わらぞうり作り 漬け物作り 絵手紙作り
牛の管理（えさやり　放牧） 魚釣り 柚子こしょう作り　カボスしぼり

その他作業（畑の耕作　野菜シート掛け　肥料運び　肥料撒き　椎茸原木起こし　椎茸駒打ち） 餅つき
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