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日時：

場所：

天候：

参加：

 2011年７月２０日 (月 ) 9:00～ 1９:00
 小野町内
 晴れ
 参加者２３名　小野町協力者４名　　まざっせスタッフ １名

まざっせ

周遊ツアー

第７回

ひにち

じかん

ばしょ
対象者

申込締切

参加者

７月１８日（月）海の日

9：00から19：00

小野町　緑とのふれあいの森公園他

小学生の親子ペア

親子で 3,000 円

7月1日（月）

募集人数

30名

( 親子15 組）

≪緑とのふれあいの森公園　到着≫

食の体験 お昼ごはんを自分たちで
つくってみよう！！

木工教室や自然遊びで
思いっきり楽しもう！

自然体験

歴史体験 小野町を歩きながら、
歴史を肌で感じよう！

おのいち
（直売所）

注意事項：
雨天決行します。
また集合場所や詳細内容は、
参加者へお知ら致します。

特定非営利活動法人　まざっせKORIYAMA / TEL:024-925-7745

〒963-8001 福島県郡山市大町一丁目 2 番 23 号  営業時間/AM10:00～ PM7:00　定休日/毎週火曜日　ホームページ /「まざっせ」で検索！！

※個人情報につきましては、 本事業の目的意外では使用いたしません。

お問合せ

主　 催 / 特定非営利活動法人 まざっせ KORIYAMA　福島県県中地方振興局委託事業/都市農村交流「ど真ん中周遊情報発信センター」運営業務

自然自然を
感じよう！
感じよう！

おいしく
おいしく　　　なあれ
　　　なあれみんなみんなで

　つくろう♪
　つくろう♪

ヨイショ
ヨイショ

　ヨイショ
　ヨイショ

思い出思い出も

　たくさん
　たくさん

　　　つくろう♪

　　　つくろう♪

自然あふれる歴史の町自然あふれる歴史の町 いっぱい
いっぱい
いっぱい
いっぱい小野町で小野町で

　　　あそぼう！！　　　あそぼう！！
小野町で小野町で
　　　あそぼう！！　　　あそぼう！！
小野町で小野町で
　　　あそぼう！！　　　　あそぼう！！　

【高橋リポーター】　

　今回の｢自然あふれる歴史の町 小野町でいっぱい遊ぼう!!｣ツアーは、自分にとって初め

ての周遊ツアーということもあり緊張の連続でしたが、お客様の笑顔に励まされ、現地で

協力頂いた団体のみなさんに助けられ、無事にツアーを終了することができました。

　ツアーに参加頂いたお客様には、小野町の自然の中で思いっきり遊んで歴史や人の温か

さにふれて頂き、小野町のファンになって頂けたと思います。

『 自然あるれる歴史の町
　小野町でいっぱいあそぼう！！ツアー 』

　参加者　 ・ まちなかの子ども達に夏の小野町で、 食の体験や自然体験、 まち歩き体験
　　　　　　    などを親子一緒に体験してもらい、 いつまでも心に残る思い出づくりをする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　小野町　 ・ 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。
　　　　　    ・ 小野町のファンづくり。

♪食の体験　

○流しそうめん…竹を切りだすところからの体験。 　

○【買物体験】 おのいち ( 直売所 ) で自然豊かな小野町で育まれた新鮮な

野菜や特産の加工食品を買い、 地元の方との交流を図る。

○【歴史体験】 諏訪神社の翁スギ媼スギ ・ 夏井千本桜を小野町観光協会の

二瓶様に案内して頂き、 歴史や成り立ちなどをお話し頂く。

　

○バーベキュー…炭をおこすところからの体験。

ツアー内容 参加　団体の紹介

ア ン ケ ー ト ①

リ ポ ー タ ー 感 想

周 遊 ツ ア ー の 様 子

目的 ・ ねらい

・目を書き込んでいるところです♪とっても

仲良しのご兄弟でした。

・保護者のみなさんも、竹の加工を一緒に行い

ました。暑い中がんばるお父さんたちした。

・切り出した竹をみんなで運びます。太くて

大きい竹に、みんなビックリです！！

・流しそうめん台完成まであと少し♪この後、

全員で食べた流しそうめんは、格別でした。

・室内でクラフト体験。ドングリを使ってマス

コットとストラップを作りました♪

・夏井川に架かる橋から千本桜を眺めました。

みなさん春に桜を見に来たいとのことでした。

・緑とのふれあいの森公園内の池で、何かを

見つけた子どもたち。何がいたのかな！？

・薪割り名人の指導のもと、初めての薪割り。

斧は重かったけど、楽しく割れました♪

【食の体験】 【自然体験】

■緑とのふれあいの森公園

参加者 : 大方俊浩氏　他２名

田村郡小野町大字小戸神字宮ノ前 397-2

TEL ： ０２４７-７２-３５９７

　 ・ 食の体験の指導

　 ・ 自然遊びの指導

　 ・ クラフト教室の指導

○今回の体験はいかがでしたか？

◎回答人数内訳

　・保護者--１０人

　・子ども--１１人

・とても楽しかった--８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--９件〈保護者〉

・安い -------６件 ・高い -------０件・ちょうどいい ---４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--------１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？
○また小野町に行きたいですか？

・長い--------３件

・短い--------０件

・ちょうどいい-７件

〈保護者〉

・参加したい-１０件

・参加しない--０件

・わからない--０件

〈保護者〉

・また行きたい-１０件

・行きたくない--０件

・わからない----０件

・また行きたい-１１件

・行きたくない--０件

・わからない----０件

・参加したい-１１件

・参加しない--０件

・わからない--０件

・長い--------３件

・短い--------０件

・ちょうどいい-１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。

■小野町観光協会

参加者 : 二瓶晃一氏

田村郡小野町大字小野新町字舘廻９２番地

TEL ： ０２４７－７２－６９３８

　 ・ 諏訪神社と夏井千本桜への

　   案内、 及び、 説明。

■おのいち

     

【まち歩き体験】

♪自然体験　

【自然体験】自然がいっぱいの公園で思いっきり遊ぶ

お子さんたち。弾ける笑顔が輝いていました。

♪まち歩き体験　

○緑とのふれあいの森公園内で、 昆虫採集や木の実を使ったクラフト体験、

薪割り＆キャンプファイヤー。

【歴史体験】≪諏訪神社の翁スギ・媼スギ≫≪夏井千本

桜≫へ。歴史と文化を肌で感じて頂きました。

・無回答------０件 ・無回答------７件

・長い--------０件

・短い--------２件

・ちょうどいい-８件

・無回答------１件

・長い--------０件

・短い--------０件

・ちょうどいい-８件

・無回答------３件

①食の体験 ②自然体験 ③まち歩き体験

参加者 : おのいちのみなさん

田村郡小野町大字飯豊字五反田 37-2

TEL ： ０２４７－７８－３６３８

　

・無回答-１件

【買物体験】直売所≪おのいち≫でお買いもの♪新鮮

野菜と特産加工品をお買い上げ頂きました。

【食の体験】お父さんと一緒に竹を運びました。公園

に戻ってからも、大活躍のお子さんたちでした。

【食の体験】流しそうめんに使う竹を切りだしに、

≪緑とのふれあいの森公園≫近くの竹林に出発 !!   

【食の体験】初めての体験に大盛り上がりでした♪

みんなで食べると美味しいね !!


