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日時：

場所：

天候：

参加：

2011年 8月7日（日）13：00～ 21：30
天栄村湯本地域
晴れのちくもりのち雨
参加者 19名　　

まざっせ

周遊ツアー

第９回 『 夏の天栄湯本
 ホタル観賞＆わくわく自然体験！ ! 』

　参加者　　 ・ 子どもたちに自然の中で思いっきり遊んでもらい、
　　　　　　　　　一生心に残る楽しい思い出をたくさん作ってもらう。
　　　　　　　  ・ 体験を通して親子一緒に楽しんでもらう。

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

天栄村までちょっと寄り道、須賀川市岩瀬地域の

「130 万本のひまわり」を見学！

【鳴海の滝の川遊び】みんな川遊びに夢中！

みんな一緒になっておもいっきり楽しみました！！

【自然体験】EIMY 地域協議会の星 昇さんと星 美喜雄

さんが講師となって、体験開始 !

【鳴海の滝の川遊び】鶴沼川の水は非常にきれい

で笑顔が絶えない体験になりました。

【自然体験】オニヤンマやシオカラトンボ・田ん

ぼの中にはミズカマキリもいました。

【自然体験】田んぼに入って生き物探索！

おたまじゃくしやアメンボに大興奮！

【自然体験】ホタルの里に自生している草花を

使っていろいろな遊びを行いました。

【鳴海の滝の川遊び】普段はなかなか体験でき

ない川遊び！川の流れにみんなビックリ !

【夕食】子ども達も元気に遊んだのでお腹がペコ

ペコ、みんないっぱい食べました！

【自然体験】森にはカブトムシやクワガタが !?

今回は採れなかったけどまた、遊びに来てね !

【夕食】湯本地域の朝どり高原野菜でバーベキュ

ー。みんなで美味しく食べました。

虫取りアミを持って出発だぁ～！

みんなイベントを心待ちにしてくれていました。

【自然体験】体験終了後に記念写真！

みんな大満足の体験になりました。

○今回の体験はいかがでしたか？

◎回答人数内訳

　・保護者---8人

　・子ども---11人

・とても楽しかった-6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〉 〈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-2件

【ホタル観賞】はじめて見るホタルの光に参加者

全員が感動！直接ホタルを手に取り観賞しました。

　　　　　 ・ 着地型観光のきっかけづくり。

　　　　　 ・ 天栄村湯本地域のファンづくり。

　天栄村
　湯本地域

〈子ども〉

○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？

〈保護者〉

・参加したい-7件

・参加しない-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

・安い -3件

・高い -0件

・ちょうどいい -5件

〈保護者のみ〉

○今回の参加費はいかがでしたか？

○また天栄村湯本に行きたいですか？

〈自然体験〉

○体験時間はいかがでしたか？（子どものみ）

・長い-0件

・短い-1件

・ちょうどいい-10件

〈夕食・バーベキュー〉

・長い-0件

・短い-2件

・ちょうどいい-9件

○体験時間はいかがでしたか？

 （保護者のみ）

・長い-0件

・短い-0件

・ちょうどいい-8件

〈子ども〉〈保護者〉

・また来たい　-7件

・行きたくない-0件

・わからない　-1件

　・また来たい　-10件

　・行きたくない-0件

　・わからない　-1件

 　　　湯本地域協議会
福島県岩瀬郡天栄村大字湯本字居平 76
TEL : 0248-94-1703 協力者 : 星 昇 さん　星　 美喜雄  さん　星  あき子  さん

湯本地域の地域づくりを行い、 イベントの企画 ・ 運営を行て
います。 定期的に地域イベントを開催。
詳しい情報は 「　　　」 で検索してください。

源湯亭　湯口屋 　　　     
福島県岩瀬郡天栄村湯本温泉
TEL : 0248-84-2001

協力者 : 星　完治 さん 　星  真紀子 さん　星　寛子 さん
　　　　　 　

茅葺きの湯宿として 270 年の歴史を持つ御宿
湯本の地域ＰＲにためにご協力いただきました。

ショッピングセンター　アスク
福島県須賀川市志茂字六角 65　　TEL : 0248-67-3456

須賀川市長沼地域の 9 つの専門店が集り販売を行っています。
館内にあるココットでは、 長沼地域ブランド商品も販売。

【次田リポーター】
今回1人で行うに当り、少し緊張しましたが、体験を通して参
加者の皆様と共に天栄村湯本地域を楽しむことが出来ました。
行きの道中、寄り道した須賀川市岩瀬地域の130万本のひまわ
り畑も非常にきれいで参加者の皆様それぞれに写真を撮りなが
ら楽しんでいただけました。天栄村湯本地域に到着後「ホタル
の里」で自然体験を行い、田んぼに入っての生き物観察や、土
の感触を楽しんでいただきました。親子で一緒におたまじゃく
しを捕まえようとしている姿がとても印象的でした。自然体験
の一番人気は「鳴海の滝の川遊び」でした。最初は川の流れに
驚いていましたが、慣れてくるにつれどんどん滝の方へ行って

川の流れを体感しながら自然遊びを満喫していました｡普段はな
かなか川で遊ぶ経験が出来ないので参加したみなさんに大変喜
んでいただきました。体験後湯口屋旅館のお風呂に入っていた
だき、夕食のあと、ホタルの観賞に向かいました。時間がたつ
につれ次々に浮かび上がるホタルの輝きに参加者全員が感動し
ました。今回の体験で参加者の方からまた湯本に来て遊びたい
！というお言葉をいただき本当に満足していただけたイベント
となりました。今後は来ていただいた方にまた、実際に行って
いただけるよう努力と工夫をして行きたいと思います。

バスで行く !

周遊イベント

天栄湯本天栄湯本天栄湯本天栄湯本

ホタル観賞＆ホタル観賞＆
　　自然体験 !!　　自然体験 !!
ホタル観賞＆ホタル観賞＆
　　自然体験 !!　　自然体験 !!

たいけんたいけんたいけんたいけん

かんしょうかんしょうかんしょうかんしょう

夏の夏の

わくわく
　わく　わく
わくわく
　わく　わく

しぜんしぜんしぜんしぜん

8 月 7日（日）
場所 : 天栄村湯本地域内

参加費　おやこで 3,500 円
申込締切　8 月 3 日 （水）

対象者 ： 小学生のお子さんを持つ親子

にちじ :　

20名
募集人数

（親子10組）

13：00
　　　　～ 21：30

郡山合同庁舎
集合･到着
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　とれるか

なぁ？
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よう！

　　　バーベ
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ホタ
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をみ
てみ
よう
！

 ホタル
かんしょう

　わくわく
自然体験 ゆうごはん郡山合同庁舎

出発！

郡山合同庁舎
到着！

昆虫採集や川遊びを
おもいっきり遊んじゃおう！

湯本の美味しい
野菜でバーベキュー！

満天の星空の下
ホタルをみてみよう！

さがし
にいこ

う！

イベント内容

 ・ 田んぼのいきもの観察！

 ・ カブトムシ ・ くわがた探し！

 ・ 昆虫採集！

 ・ 鳴海の滝の川遊び !

○ わくわく自然体験○ わくわく自然体験

○ みんなで食べよう ! バーベキュー○ みんなで食べよう ! バーベキュー

 ・ とれたて！湯本高原野菜でバーベキュー

○ ホタル観賞会○ ホタル観賞会

 ・ ホタルの種類などを説明しながら観察しました。

 ・ 実際、 ホタルにさわったり、 捕まえたりしながら観察。

EIMY

EIMY

〈ホタル観賞〉

・長い-0件

・短い-4件

・ちょうどいい-7件

星　健治 さん


