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実施期間

募集期間

応募総数

参加者数

参加費

タイトル

実施日

集合場所

集合時間

9:30

10:00

12:00

13:00

16:00

18:00

20:00

7:30

8:00

9:00

10:00

受付開始

ダンボール窯でピザ作り

ピザで朝食

解散

スケジュール

1日目：平成30年11月3日（土）

受付開始

さつまいも掘り（1人1株）／さといも掘り（1家族1株）

「手打ちそばうどん富」で昼食

早川農園でテント設営／BｂQ準備／ダンボールでピザ窯作り

BBQ開始

「湯楽の里」でお風呂

畑の真ん中でキャンプファイア／星空観察など

2日目：平成30年11月4日（日）

15組

10組28名

大人1名7,000円・子供（中学生まで）1名2,000円

実施概要

畑に泊まろう！みよし野菜BBQと夜空独り占め体験

平成30年11月3日（土）～4日（日）

早川農園（埼玉県三芳町上富1425）

10：00（受付開始9：30～）

持ち物

軍手・長靴／さつまいも・里芋をいれる袋（大きめ、厚手のもの）／飲物

／お風呂セット／着替え／懐中電灯（夜の平地林探検に使います）／

防寒具

イベント名
畑に泊まろう！みよし野菜BBQと夜空独り占め体験

～さつまいも・里いも収穫＆テント宿泊～

平成30年11月3日（土）～11月4日（日）

平成30年10月8日（月）～10月26日（金）



イベント内容 さつまいも掘り・さといも掘り体験

さつまいも掘りを体験後、移動してさといも掘りを実施した。

いも掘り自体が家族には好評だった。

また、さつまいもの種類や、さといもの種／子／孫の違いについて説明があ

り、関心を持ちやすい内容となっていた。

総合的な満足度としては高かった。

特に都会に住むファミリーには刺さる内容。

ただし、収穫時期が限られる…と、さつまいもの味の違いを体験できない点は

ネック。例えば、味見をしてから掘ってもらうと、より顧客にイメージをして

いただきやすいと思う。

総評

観光向けに整備されていない分、農業体験ではリアル

な感じでよい。写真映えするようなトラクターがあっ

てよかった。

【フィールド】

小さい子供でもできる簡単な体験でありながら、沢山

のいもを収穫できる充実感もあって、短い時間ながら

満足感は高かった。食育の観点からもオススメでき

る。収穫時に、ガイド側がお客さんの撮影をしてあげ

たり、「試食」「クイズ」や持ち帰り用の「加工」な

どがあっても良い。

【体験内容】

GOOD！

ポイント

参加者の声

・特にさといも掘りができてよかったです。

・さつまいももさといももたくさんとれました！嬉しかったです。

　家族でできて楽しかったです。

・さといも掘りは初めてだった。

　保存方法やなり方の説明付きが良かった。

・さといも収穫は初めてだったので面白かった。

　親・子・孫とできる話が興味深かった。



イベント内容

・畑のど真ん中で一夜過ごすのは別世界にいるようでワクワクした。

・「畑に泊まる」という第一印象？？と感じさせる意外性が翌朝の感動に

　つながったと思います。寝袋は暖かかったです。

　三芳町とは思えないようなテント10張の光景が印象的でした。

・電線がなく、のびのび広々とした中で楽しく過ごせました。

　空の広さに感動しました。

参加者の声

GOOD！

ポイント

畑をキャンプ地として考えた場合、首都圏からのアク

セスは他のキャンプ地と比べて圧倒的に良い。

また、周囲にはコンビニや温浴施設などもあり、キャ

ンプ初心者にとっては大変心強い環境。

【フィールド】
地面にはわらが敷いてあり、ぬかるみもなく良い環境

であった。

【体験内容】

事前にテントの建て方の説明もあり、良かった。

参加者みんなが協力しながらテントを建てていて、ど

の家族も楽しんでいたようだった。

【コミュニケーション】

テントの建て方については、事前の説明がしっかりし

ていたのが良かった。

お風呂に関しては、徒歩の場合の時間もアナウンスし

てもよかったかもしれない。（お酒を飲みたい方もい

らっしゃったように思う。

主催者の負担が少なかった点は良かった。

テント設営・宿泊・「湯楽の里」でお風呂（宿泊）

初めてキャンプをする人たちが多く、テントを設営すること自体が大変満足度

の高い体験となっていた。

また、多くの方が今回のフルセット貸出を望まれていたように思う。

お風呂は、畑から若干距離があるものの、歩いていけない距離ではなく、また

子供同士がかなり仲良くなったとのことで、これも良いコンテンツになってい

たように思う。

タイトルにある「畑キャンプ」は都市型民泊の1つの解であったと思う。

総評

【アクセス】



イベント内容

畑で新鮮な野菜を食べるロケーションは良かった。

説明が丁寧でわかりやすかった。

お客さんの写真を撮ってあげる工夫があると良い。
【コミュニケーション】

GOOD！

ポイント

・子供とダンボールで作るというのは思い出に残る。

・作る（ダンボール／野菜カット）、食べる、香りをかぐ。

　五感を満たすイベントでした！

・家庭ではできないことなので、とても楽しく、

　子供にとっても良い経験となりました。

参加者の声

総評

ボードを使ってピザ窯作りの説明があり、わかりやすかった。

ちょっとだけ作業が高度のため、小学校中学年以上～大人が一生懸命作ってい

た。単品で発売する場合は屋内でやったほうが良いかもしれません。

また、野菜の収穫体験とセットにするとよりよかったと思う。

ただ、自作の窯で自分でみよし野菜を盛りつけたピザを畑で食べるのは最高の

贅沢な体験だった。

【フィールド】

多くの人にとってピザ窯作りは初めての体験だと思

う。

子供から大人まで楽しめる体験となっていた。

また、ピザの盛りつけについてもオリジナリティが出

しやすく、各参加者が大変楽しんでいた。

ロケーションも良い。

【体験内容】

ダンボールピザ窯作り・ピザ作り



・子供同士が仲良くなれた。農家さんのありがたみが感じられました。

・都内からすぐ。野菜も人も本当にステキ。空が広い

・市域が狭い割には広大な敷地とおいしい野菜・そばなど

　近隣市に勝ることが多いまち。

・誇りに思えるまちです。（再認識）

・三芳町にはおいしいお野菜がたくさんあり、

　ほど良い田舎でよいと思った。

・奥が深いな！三芳町。さすが”トカイナカ”。

　前に住んでいた富士見市も住みやすく活気があったが、

　可能性無限大ですね。

・三富新田も知ってはいましたが、実際歩いてみると親しみを感じ、

　住んでいる町を誇りに思いました。

全体を通した

参加者の声

最初は畑になど泊まる人はいるのか心配でしたが、多くの参加者が申し込みい

ただき抽選をさせていただくことになりビックリしました。

初めての農泊ということで参加者と言葉を交わし少しでも楽しんで帰っていた

だくようお話をし、子供にいろいろなことを経験させたく、また三芳（何かあ

ればすぐに帰れる場所）で農泊を経験できるんだという声が多く聞かれまし

た。

体験の中でみよし野菜を中心に食事を提供し、今の子供たちが経験したことの

ないプログラムを計画したことが、みよし野菜が美味しかった、親子ともども

笑顔で楽しんで、三芳町を好きになって帰っていただきました。

大変ではありましたが、参加者とお話しを交わしたり、協力者とのつながりや

貴重な経験ができ事業者としても、楽しい時間を過ごすことができ良かったで

す。

協力農家の声



実施期間

募集期間

応募総数

参加者数

参加費

タイトル

実施日

集合場所

集合時間

持ち物

10:00

12:00

13:00

14:00

16:00

16:30

18:00

20:00

21:00

22:00

7:00

7:30

9:00

10:00

キャンプスタート

火起こし体験・BBQ・自家製自然栽培野菜の重ね煮・羽釜ごはん炊き

食事会・夜の「ネイチャーゲーム」でより深く自然を体験

天然温泉へ入浴（埼玉スポーツセンター）

子供就寝（湯たんぽと寝袋）

就寝

スケジュール

終了

実施概要

1日目：平成30年11月3日（土）

キャンプ参加者集合・テント張り体験

起床

朝食（自家製自然栽培小麦粉と平飼い卵でホットケーキなど）

片付け

会場

演奏会スタート

2日目：平成30年11月11日（日）

7組18名

大人1名9,000円・子供（中学生まで）1名2,000円・幼児無料※入浴料別途

雑木林で演奏会とキャンプ

平成30年11月10日（土）～11日（日）

雑木林（埼玉県三芳町北永井501-5）

昼食（各自・近くの中華屋さん）

10:00

防寒具／着替え／歯ブラシ／タオル

演奏会終了

7組18名

イベント名 雑木林で演奏会とキャンプ

平成30年11月10日（土）～11日（日）



イベント内容

総評

【価格】
音楽イベントとしては、2,500円という価格は決して高

くなく、満足度の高い価格設定だった。

GOOD！

ポイント

【フィールド】

参加者との距離を近づける非常に良いコミュニケー

ションが図れていた。

全体として、提供者の顔の見えるイベントになってい

た。

【コミュニケーション】

トイレもあり、コンビニも近く、また、雑木林は整備

されており、全体的には良い環境だった。

また、焚火があったりコーヒー屋さんがあったり、ハ

ンモックがあったりと、雰囲気作りができていた。

【施設】

演奏会としてのロケーションは非常にユニークでした。

また、ゆったりとした空気感に包まれており、音楽を楽しむのに大変良い時間

を提供できていました。

演奏される方々のトークも非常に上手で、会場全体の一体感を創出していまし

た。

ただ、毎週末開催のようにするには、演者とスタッフの負担が大きいように思

われます。

・のどかな雰囲気で娘もすぐなじめて良かった。

・気持ちの良い環境でした。
参加者の声

雑木林で演奏会

整備が済んでおり、演奏会をするには素敵な海上だっ

た。



イベント内容

・おいしい野菜をたくさんいただけて有難かったです。

・野菜が美味しい。
参加者の声

机椅子が整備され、しっかりと受け入れの準備ができ

ていた。

また、焚火もあったため、寒さ対策にもなっていた。

暗い感じもあまりせず、会場は良かったように思う。

【施設】

GOOD！

ポイント

BBQ

美味しくてみずみずしいみよし野菜をたっぷり食べることができ、食事として

は大満足だった。

課題点は、体験要素と野菜の説明がほとんどなかった点です。

せっかくのみよし野菜を売り込む機会ですので、提供する前に野菜の説明や、

生産者としての想いをお話しいただいても良かったように思います。

総評

都心近くとは思えない、とても良い雰囲気だったと思

う。
【フィールド】

農園のスタッフの方々含め、参加者みんなが仲良くな

る場作りができていた。
【コミュニケーション】



イベント内容

参加者の声 ・美味しかったです！×3

雑木林で食す朝食は、やはり贅沢でよい雰囲気を醸し

出していた。
【フィールド】

野菜の出汁の取り方は非常に勉強になった。

おいしい野菜の調理法を実践できる体験になるとより

良い。

出汁の段階で試食しても良かったように思う。

【コミュニケーション】

朝食づくり

朝食も基本的にはスタッフの方々がサーブしてくださるため、体験要素はあま

りなかった。

ただ、雑木林の中で食べるお味噌汁もパンケーキも格別で、味と雰囲気は申し

分ありません。

ここでも何をしたいのか明文化する必要があるように思います。

総評

机、テーブル、トイレもあり、雑木林でも十分yぴ環境

を構築していた。
【施設】

GOOD！

ポイント



全体を通した

参加者の声

・楽しいお話を伺えて面白かったです。

・みなさん親切で、すぐ溶け込めてありがたかった。

・違う業種の方とお話しできる機会が少なかったので楽しかった。

・温泉があることを初めて知りました。

・住みやすい町だと思います。

・農業遺産をしっかりと守ってほしい。東京からも近くて良い。

・こういった空いている林のイベント、しかもキャンプとは

　面白い企画だと思った。また今後とも続けてほしい。

・林のロケーションが素晴らしく、親も子も存分に楽しめた。

　ありそうでないロケーションだと思います。

　大変お世話になり、ありがとうございます。

協力農家の声

雑木林の演奏会は今回で3回目となり、高枝の間伐を行うこともできた。

今後も継続的に枝や間伐を行なっていく。また、車椅子の方が自由に移動でき

るような整備も進めていきたい。

林の中で宿泊は初めての試みで、とにかく安全面、食事が足りるか、寒くて寝

られないかなどを一番に気を付けて行なった。

BBQでは演奏者の方達も加わり賑やかに行えたが、参加者の皆さんに食事が行

き渡るかが気になって、食材の説明や自分で焼いてみるなどの体験がもう少し

提供できればよかった。

テントで寝て、翌朝の朝の雰囲気はとっても気持ちが良かった。ここでも、

サーブすることに気が行ってしまい、もっと参加者の皆さんにも体験しても

らっても良かった。

全体を通して、雑木林の中のいい雰囲気の中で過ごせたことは良かったと思

う。



実施期間

募集期間

応募総数

参加者数

参加費

タイトル

実施日

集合場所

集合時間

持ち物

14:00

15:00

16:00

18:00

20:00

7:00

7:20

8:15

9:30

実施概要

おいもの町でさつまいも収穫＆宿坊体験ツアー

平成30年11月17日（土）～11月18日（日）

旧島田家住宅（埼玉県三芳町上富1279-3

13:00

‐

手打ちそばうどん富で夕食

多門院へ戻り、「湯楽の里」で入浴し、就寝

地元「パン工房KUU」の天然酵母パンをいただきながら、

みよし産狭山茶、紅茶で朝食
7:30

スケジュール

「三富今昔村」へ入場し、以降自由行動、自由解散

起床

写経体験

おつとめ体験

旧島田家住宅集合

旧島田家住宅見学

上富小学校屋上にて三富新田の地割りの特徴を学ぶ

13:00

2日目：平成30年11月18日（日）

4名

1名10,000円（20歳以上の女性のみ）

1日目：平成30年11月17日（土）

高橋農園でさつまいも掘り（2株）

農業センターで焼き芋体験

多門院で住職から土地の歴史についてお話を伺う

イベント名 おいもの町でさつまいも収穫＆宿坊体験ツアー

平成30年11月17日（土）～11月18日（日）

4名



イベント内容

参加者の声

旧島田家住宅の紹介、および上富小学校屋上から土地の歴史を学ぶ。

ガイドからはこの土地ならではの地割についての説明や、

歴史についての解説もあり。

歴史好きなシニア層向けの内容ではあるが、

説明はわかりやすく、学びにもなる。

総評

説明はわかりやすかった。

表面的な歴史だけでなく、地質等も含めた深い話が聞

けたのがよかった。

もともとこうした話に興味を持っている人たちには良

い内容だと思う。

旧島田家住宅／上富小学校屋上ガイドツアー

【コミュニケーション】

上富小学校からの地割の説明はしっかりとした解説

あってのものではあるが、良かった。

コンテンツとしては、少し軸をずらした楽しみ要素が

あってもいいかもしれない。

例えばドローンを飛ばして上空からこのエリアを眺め

てみるなど。

【体験内容】

・楽しませる話し方をすごく丁寧に考えていらっしゃる印象でした。

・分かりやすくてよかった。

GOOD！

ポイント



イベント内容

【フィールド】

高橋農園でのこの地域に関するお芋の話と、畑での芋掘りを体験。

そのあとの旧島田家住宅にて、焼き芋をいただく。

素朴ではあるが、家族で楽しめる体験である。

総評

GOOD！

ポイント

・和やかにお芋掘りができて楽しかったです。

・土地と食のつながりまで説明していただけたのがよかった。
参加者の声

高橋農園：さつまいも掘り・焼き芋休憩

芋掘りは子供向けのイメージがあるが、

大人がやっても童心に帰った気分になれるので、思っ

たより楽しく感じた。

また、一つの株から想定よりたくさんの芋が掘れるこ

とに驚きがあった。

大量の芋を持ち帰られることもあり、

満足感は高い。

【体験内容】

都会に住んでいると普段の生活で土に触れる機会がそ

もそも少ないため、畑というフィールドに魅力を感じ

た。

一方で雨が降った時の対応など、天候に左右される面

が大きいのがネック。



イベント内容

GOOD！

ポイント

・ご住職の心遣いが本当にありがたく、大変ゆっくりと、

　ゆったりと心の落ち着く一時を過ごさせていただきました。

・まだ宿泊施設が整っていないとのことでしたが、結構快適でした。

宿坊ということでやや身構えていたが、

住職の人柄もあり、リラックスして過ごすことができ

た。

お寺の方針等もあると思うが、本格的に体験商品とし

てやっていくのであれば、住職の人柄を押し出すのも

一つの方法としてあるのではないかと思った。

【コミュニケーション】

住職のお話は純粋に面白かった。

ただし話の内容が地割りに関するもので、この日3回目

の同じ話になったので、ツアー化する上ではないよう

の調整が必要である。

また、予想外だったのが、普段子供向けにやっている

紙芝居。

クオリティが高く、これだけでも何かひとつの体験に

できるのではないかと思ったくらい。

【体験内容】

体験者の声

建物自体はきれいで新しく、不快感は全くなかった。

もともと持っていた宿坊のイメージとは違ったので、

いい意味で裏切られた。

周囲が農家のため、夜も静かで非常に環境は良い。

ただ、寝る場所は大広間を仕切るだけなのでプライバ

シー観点で配慮が必要なのと、お風呂は外を使う（湯

楽の里）のが煩わしさもある。

【施設】

一日目はこの地域やお寺の歴史を学ぶお話しと、

普段子供向けにやっている紙芝居も披露していただいた。

二日目は浅からおつとめと写経体験を行い、

また地元のパンを用いた朝食をいただいた。

普段は一般の方向けの宿坊体験は提供されていないとのことだが、

コンテンツとしては魅力があると感じた。

総評

目立たないが落ち着いていて、境内もお堂も立派。

歴史もあり、広く知られていないが良いお寺だと感じ

た。

【フィールド】

多聞院：住職からのお話し／お勤め体験／写経体験



全体を通した

参加者の声

・皆さま誇りをもってそれぞれのお仕事をされていらっしゃるのが

　よくわかり、良い町だと感じました。

・おそらく都心ではありえないような地域とのつながりだと思うので、

　今回のイベントの醍醐味だったと思います。

・とても有意義なひとときを過ごせる貴重な体験を

　させていただきました。

・ごはんが美味しかったことと、人の温かさ、

　現地集合より鶴瀬とかから送迎がほしい。

・（自身の反省でもありますが）もっと参加者の方のお話を聞ければ

　よかったです。どうしても身内の話になってしまったので、

　「日頃のストレスを農家さんと蜜な関係で話すことで発散する」

　ような場にできたら良かったかもしれない、と思いました。

協力農家の声

協議会の性質上、「宿泊」を前提としてプランを組み立てなければならなかっ

たので、三芳町で宿泊できる場所を探すことから始まりました。

宿泊会場が大広間であることから成人女性限定で集客せざるを得ず、集客が難

しかったです。

宿泊しても日帰りであっても、農家としての収入は芋掘り代のみなので、繁忙

期にサツマイモ農家が主体となって企画・ご案内するのは拘束時間が長く、宿

泊による農家へのメリットは考えられず、同じようなプランでの継続は個人的

には難しく思いました。

ただ、小学校屋上での学芸員さんからの説明や、多聞院のご住職のお話はとて

も面白く、改めて地域のことを知る機会になりました。

日帰りで、収穫体験と地域の歴史の知識を合わせて持ち帰ってもらえるような

体験プランは今後企画してみたいと思いました。



実施期間

募集期間

応募総数

参加者数

集合場所

集合時間

9:00

10:30

10:50

実施日

17:00

2日目：平成31年1月28日（月）

「手打ちそばうどん富」で夕食

みよし野菜を使ったお料理と三芳産そばをいただく

1組3名

実施概要

旧島田家住宅（埼玉県三芳町上富1279-3

9:00

大人：5,000円　子供（6歳以上）：2,000円　子供（6歳未満）：1,000円

※宿泊代別途
参加費

落ち葉の恵みを感じよう

～落ち葉掃き体験・ツリークライミング・キノコのコマ打ち体験～
タイトル

平成31年1月27日（日）～1月28日（月）

※宿泊希望者がいなかったため、27日のみ開催

1組3名

イベント名 落ち葉の恵みを感じよう～落ち葉掃き体験・ツリークライミング・キノコのコマ打ち体験～

平成31年1月27日（日）～1月28日（月）

平成30年12月19日（水）～平成31年1月17日（水）

12:00

ツリークライミング・キノコのコマ打ち体験

コマ打ちした木は各自お持ち帰り
13:00

18:00
夕食終了

宿泊する方は各自ホテルへ移動

「三富今昔村」集合

自由行動・自由解散となります

スケジュール

1日目：平成30年11月17日（土）

旧島田家住宅集合・受付　　開会式／三富地域の歴史を学ぶ

～お茶休憩～

落ち葉掃き体験再開

落ち葉掃き体験開始

農家さんから土地の特徴や落ち葉掃きの話を聞きながら
9:30

10:00

落ち葉掃き体験終了・昼食

みよし野菜がたっぷりはいったけんちん汁をいただく



・落ち葉を掃くのより、カゴに入れる方がとても大変でしたが、

　農家さんの苦労の一端を感じました。

　キレイに掃き終わると達成感がありました。

・おかわりを何度もさせていただき子供も大満足でした。

　机があると食べやすかったです。

参加者の声

総評

旧島田家住宅に集合し、オリエンテーションを実施。

ツアーや体験を提供する際は、オリエンテーションが参加者のモチベーション

を左右し、そのあとの満足度に大きく影響します。

アイスブレークやプログラムの目的、参加者の紹介は時間をかけて説明しても

良かった。また、三富地域開拓の歴史を解説していたが、可能であれば配布資

料を用意できているとよかった。

落ち葉掃き体験には、「遊び×教育」「食育」「チームビルディング」等、

様々なポテンシャルを感じることができた。

また、みよし町内の多くの農家が雑木林を保有している「ことを考慮すると、

長期提供できるコンテンツになる可能性がある。

【フィールド】

雨天にも対応できるので、集合場所としては適してい

る。

また、実在した三芳町の農家の暮らしを買いま見るこ

とができるのも、本プログラムの雰囲気づくりに適し

ている。

旧島田家住宅／上富小学校校門　集合と移動

→落ち葉掃き体験（落ち葉掃き・休憩・ランチ）
イベント内容

GOOD！

ポイント

広い駐車場があり、雨天時にも対応できるのは良い。

また、会場からも近く、本プログラムにおいてはベス

トな施設であった。
【施設】

落ち葉掃きにはコツが必要で、やればやるほど上達し

ていくので、参加者にとってはエンタメになってい

た。

ただ、数回やると飽きてしまうので、時間・範囲を決

めたり、ゲームを組み込んだり等の施策が必要。

【体験内容】



総評

GOOD！

ポイント

・子供のために参加しましたが、大人も楽しめました。

　慣れるとそんなに苦労せずに登れて、達成感がありました。

　ゆらゆらしたりくるくる回ったり、ただのんびり過ごしたり…

　もう1回やってみたいです。

・思ったより簡単でしたが、キノコができるのが楽しみです。

・（富さんについて）三芳町に住んでいますが初めて来ました。

　とってもおいしく、子供も大満足でまた来たくなりました。

　いろんなこだわりもすごいと思います。

参加者の声

話す内容や準備運動、安心安全対策がフォーマット化

されており、インストラクターの教育がしっかりされ

ていた。

【コミュニケーション】

いも街道沿いにあり、旧島田家／各農家さんとも距離

が近く、非常にアクセスに関して魅力的。
【アクセス】

イベント内容
ツリークライミング®・キノコのコマ打ち体験

→夕食「手打ちそばうどん富」でみよし野菜をいただく

「樹の上から」という違う視点で林を見ることができるのは新鮮な体験であっ

た。

サンセットや富士山が見える場所で実施すると良いように思う。

アクテビティとして提供するのであれば、樹の上に常設でロッジやハンモック

等の設備があるとさらに良いと感じた。

キノコのコマ打ち体験に関しては、体験自体は良かったが、そのあとの持ち帰

り／保管環境について気になった。持ち帰ったあと困る参加者も多いのではな

いでしょうか？

あえて「持ち帰り」ではなく、コマ打ちした木に名前を書いて保管してあげる

のはどうか。

「手打ちそばうどん富」は農家との連携／地産地消・オーナーの想いふくめ、

高いポテンシャルがある。



・みなさん親切にしていただきました。

・農業のまち、広い畑。

・子供の体験、学びになることであれば親は感心を持つと思います。

　ものづくり、農業体験etc…

・参加の費用はたしかにちょっと高いと思いますが、

　夕食が大満足なのでOKでした。

　うちは地元ですが、知らないこともたくさんあって、

　ツリークライミングまであってもりだくさんでした。

　ありがとうございます。

　トイレがちょっと大変でした。（小さい子は特に）

全体を通した

参加者の声

協力農家の声

落ち葉掃き体験がメインのプランですが、参加者はツリークライミング・

「富」での食事は好評で印象に残っているようなので、集客の面でとても良い

と思います。

しかし、落ち葉掃きは単調な作業になってしまいがちなので、落ち葉掃き体験

の中に参加者が楽しんだり・学んだりする企画を入れることが出来、繰り返し

参加してくれる人が増えるようになれば、受け入れる農家にもメリットがある

と思います。


