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日時：

場所：

天候：

参加：

2010年 10月 2日 (土 ) ８:30～ 16:30
浅川町　東大畑ライスセンター　 他
晴れ
参加者 20名　浅川町スタッフ 38名　まざっせスタッフ ４名　

まざっせ

周遊ｲﾍﾞﾝﾄ

第 2回

【次田リポーター】【南リポーター】 【橋本リポーター】 【佐久間リポーター】

『 浅川町　親子 de 秋の収穫体験 』

　参加者　・まちなかの子ども達に秋の実り豊かな浅川町で、収穫体験をして
　　　　　　もらうことにより、いつまでも心に残る思い出づくりをする。
　　　　　・浅川町のありのままの魅力を親子で発見する。

　浅川町　・着地型観光のきっかけづくり。
　　　　　・地域主導のイベントのモデルケースづくり。
　　　　　・浅川町のファンづくり。

♪　鎌を使って稲刈り体験！

○稲刈り体験…昔ながらの手法（鎌）で稲刈りをする。　

○野菜の収穫体験…アスパラガス、きゅうり、トマトを収穫する。

○種まき…にんにくの種まきをする。

○みんなでお昼ごはんを食べる。

　浅川町の中心に位置する城山公園で、風景を楽しみながら、

女性団体連絡協議会のみなさんが作ってくれた浅川産新米の

おにぎり、トン汁、きゅうりの一本漬け、ミニトマトをいただく。

○コンバインに乗車体験…コンバインに乗って稲刈りをする。

♪ 　 お 釜 で 炊 い た ご 飯 を 食 べ よ う ！

♪　野菜の収穫体験！

イベント内容
参加　団体の紹介

ア ン ケ ー ト

リポーター感想

周 遊 ツ ア ー の 様 子

目的・ねらい

【稲刈り体験】鎌の使い方をおしえてもらっています。

初めてのことなので、みんな真剣に聞いています。

【コンバイン乗車体験】初めて乗ったコンバインは

「ロボットみたいでかっこいい！」と大好評でした。

【稲刈り体験】「はせがけ」という稲を乾かす作業

も教えてもらいました。

・アスパラガスの収穫体験。収穫の目安として

竹のものさしを作っておいてくれました。

・稲刈りの後のお昼ごはんは、最高に美味しい！

お母さんがビックリするほど、おかわりしました。

・朝早くから、おもてなし料理を作って下さ

った浅川町女性団体連絡協議会の皆さん。

・あさかわまち自慢の田園風景。みんなの

心に残りました。また、見に来ようね！

・浅川町のお釜で炊いた新米と美味しい豚汁と

漬物、ミニトマトを食べて、みんなにっこり！

・バラしたニンニクをハウスの中に撒きました。

耕した土はフワフワで気持ちが良かったようです。

・アスパラガスのハウスの中は、不思議な森の

中みたい！みんな、夢中で収穫しました。

・「ニンニク臭い！臭い！」と言いながらも、

バラすのが楽しい子ども達。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【稲刈り体験】昔ながらの手法で、鎌を使って

稲刈りをしました。

【稲刈り体験】稲刈りをした田んぼには、カマキリや

イナゴもいて、子ども達は興味深々でした。

【東大畑ライスセンター見学】自分達が刈った稲が　　　　　　　　　　　　

どんなふうにお米になるのか教えてもらいました。

【統括】

■浅川町役場 農政商工課

【野菜の収穫体験】

■小針農園

参加者 :課長　矢吹勝夫氏　他５名

石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地 112-15

TEL : ０２４７-３６-１１８３

【稲刈り体験】

■東大畑ライスセンター
参加者 :緑川重一氏　他３名

石川郡浅川町大字東大畑

TEL：０２４７-３６-２９７８

【昼食協力】

○今回の体験はいかがでしたか？

◎回答人数内訳

　・保護者---9人

　・子ども--11人

・とても楽しかった-7件

・まあまあだった-0件

・つまらなかった-0件

・楽しかった-2件

・とても楽しかった-8件〈保護者〉

・安い -2件

・高い -0件

・ちょうどいい -7件

〈保護者〉

〈子ども〉

〈保護者〉 〈子ども〉

〈子ども〉 〈子ども〉

・まあまあだった-0件

・つまらなかった-0件

・楽しかった-件

○体験時間はいかがでしたか？○今回の参加費はいかがでしたか？

○今回のようなイベントに

　また参加してみたいと思いますか？
○また浅川町に行きたいですか？

・長い-1件

・短い-0件

・ちょうどいい-8件

〈保護者〉

・参加したい-9件

・参加しない-0件

・わからない-0件

〈保護者〉

・また行きたい-8件

・行きたくない-0件

・わからない-1件

・また行きたい-10件

・行きたくない-0件

・わからない-1件
・参加したい-9件

・参加しない-0件

・わからない-2件

・長い-1件

・短い-1件

・ちょうどいい-9件

※アンケート結果詳細は
　別紙アンケートを
　参照ください。

○はせがけ体験…はせに刈った稲を干す。　
○東大畑ライスセンター見学…刈ったお米の後工程を見学する。　

 おにぎ
り

美味しいっ！！

　ごはん
できたよっ！！

■浅川町農業委員会
参加者 :久保木芳夫氏　他４名

■あぶくま石川農業協同組合

　浅川営農生活センター
参加者 :センター長 有賀忍氏　他２名

石川郡浅川町大字浅川字本町西裏 30-3

TEL：０２４７-３６-４８２０

参加者 :小針浩美氏　他３名

石川郡浅川町大字簑輪

・トマト、きゅうりの収穫

・ニンニクの種まき

■根本農園
参加者 :根本和美氏

石川郡浅川町大字畑田

・アスパラガスの収穫体験

■浅川町中央公民館
参加者 :公民館長　八木沼徳光氏

石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地 143-5

TEL : ０２４７-３６-１１８３

■浅川町女性団体連絡協議会
          ●婦人会（松崎悦子さん　岡部久子さん）
　　　　　●磐青の会（吉田登子さん　円谷ミチヨさん）
　　　　　●更生保護女性会（矢内圭子さん　近藤ミツエさん）
　　　　　●日赤奉仕団（久保木美枝子さん　生田目順子さん）
　　　　　●商工会女性部（水野律子さん　塚本竹子さん）
　　　　　●JA あぶくま石川女性部（岡部和子さん　岡部洋子さん）

参加団体 :

当日は、お天気も良くなり、ケガ 
人を出す事無くイベントを終了す 
ることが出来ました。参加した子 
供たちは、初めての収穫体験にも 
関わらず、率先して作業に取組み、 
また楽しんでいました。今回の周 
遊イベントを通じ感じたことは、 
地域の方の段取りの良さでした。 
私達が、進行状況の確認をする 
必要が無いくらい準備・段取り 
をてきぱきとこなしていて、浅 
川町の方々のおもてなしをしよ 
うという気持ちが伝わって来る 
イベントでした。 

「たっぷりの収穫体験！！」を 
満喫して頂きました。稲刈り、 
アスパラ、マトの収穫、そして 
にんにくの植え付け作業まで行 
い、子どもたちは泥だらけの一 
日、お母さんと共に楽しんで頂 
きました。お昼はマキで炊いた 
新米おにぎり、トン汁、きゅう  
りの一本漬け。そして最後には 
新米、アスパラ等収穫した野菜 
をお土産として、プレゼントと 
して頂戴致しました。参加者の 
満足した笑顔と、地域の方々の 
暖かい笑顔を思い出します。 

連日の雨もあがり、絶好の 
「収穫体験」日よりとなりま 
した。行きの車内で「浅川町 
に行ったことがある人？」と 
私が問うと、車内はシーン。 
驚いたことに全員が浅川町に 
初めて行く方。でも、浅川町 
で待っていてくれるスタッフ 
は、みんな明るい方で、やる 
気満々！！私は、何の心配も 
せずに浅川町に向かいました。 
結果は、写真とアンケートを 
見ていただければ、一目瞭然。 
親子の心にしっかりと浅川町 
の秋の風景が刻まれました。 

浅川町浅川町

おにぎ
り

おいしい

ごはんを

食べよう！！

野菜

いっぱ
い！！

「浅川町」って
　どんな町？

お米って、
どんなふうに
できるの？

いっぱい食べて元気もりもり !!

　やさい しゅうかく  しよう !!♪

天候の不安もありましたが、前日 
からの晴天が続き、快晴でイベン 
トが行えました。浅川の農家さん 
が、田んぼに入りやすいようにコ 
ンバインで稲を刈って、体験をし 
やすいようにしていただき、また 
本来雨の日のみ行う予定だったア 
スパラの収穫体験も行いました。 
今回、浅川の方々が思い思いのお 
もてなしをしていただき、人の思 
いが沢山詰まったイベントを行え、 
本当に良かったです。今後も一緒 
に浅川の応援が出来ればいいと思 
いました。 


