
ふくい
エコ・グリーン
ツーリズムツーリズム

遊んで、食べて、知って、学んで、たくさんの田舎を体感しよう！
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1  源流の里で出会うコウノトリとおいしい水
2  里山体験プログラム
3  もやい塾
4  一人ひとりの「ちょっとチャレンジ」を応援します！
5  ふるさと学級（ふくいの魅力・再発見）
6  農村生活　～農村から元気をもらおう !! ～
7  日本で唯一の研磨炭職人による炭焼き体験
8  ＯＩＳＡＫＯキッズ農園
9  ネーチャーコミュニケーションツアー
10  白山ワイナリーで、学ぶ！楽しむ！
11 若狭美浜はあとふる体験
12  三方五湖を体感しよう！
13  若狭三方五湖わんぱく隊
14  漁師体験プログラム
15  釣り・さばき体験
16  2017 サマーキャンプ in 若狭路
17  カヤック体験
18  タコ漁体験
19  こんにゃく作り
20 料理作り体験
21 若狭おばま調理体験
22 越前和紙の紙すき
23 越前打刃物
24 墨流し・和紙かばん作り
25 漆器体験（沈金・蒔絵）
26 越前焼
27 越前焼
28 若狭和紙
29 若狭塗箸
30 若狭塗箸
31 坂井市竹田農山村交流センター
32 悠久ロマンの杜
33 越前市八ッ杉森林学習センター
34 農村 de 合宿キャンプセンター
35 湖上館ＰＡＭＣＯ
36 八ヶ峰家族旅行村

はじめに
　福井県では、都市住民の方が福井県の農山漁村地域
を訪れ、豊かな自然や産業・文化を体験していただく、

「ふくいエコ・グリーンツーリズム」を推進しています。
　本パンフレットは、里山、里海湖、伝統体験などの
内容をテーマごとに紹介しています。
　皆様が福井県の自然体験や農業体験を選んでいた
だく際、本パンフレットを活用いただければ幸いです。

平成 29 年 3 月
公益社団法人  ふくい農林水産支援センター
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福井県エコ・グリーンツーリズムＭＡＰ
　都市圏に住む方々を中心に、スローライフを求めて、田舎暮ら
しを希望する人が増えてます。福井は、海・山・里といった自然
がコンパクトに揃っており、変化に富んだ体験が味わえます。都
会では味わえない心の安らぎ、豊かな自然を活用した農林漁業体
験、旬の味、地元住民とのふれあいなどをお楽しみください。
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1  源流の里で出会うコウノトリとおいしい水

2  里山体験プログラム 3  もやい塾

5  ふるさと学級（ふくいの魅力・再発見）

自然環境に配慮した循環型社会を目指し活動する「白山」へ日本の原風
景とコウノトリに出会いに来ませんか？ノルディックウォークなどの自
然体験や薪割り、時期によってはシイタケの菌打ちや白山スイカの収穫
体験などを開催しています。

コウノトリと共生する里山を目指しています。
「にほんの里 100 選」にも選ばれた、自然豊かなこの地で里山体験をし
てみませんか。農業体験、自然観察会、自然体験ゲーム、エコツアー、
草木染、しめ飾りづくり、餅つきなど

福井市美山地区の上味見地域を拠点としながら「子どもたちが主役」の
あそび、くらしをつくる活動を行っています。決められたプログラムで
は無く、参加した子どもたちのやりたいことをたくさん取り入れます！
一人ひとりの思いを大切にしながら、共に学び、成長しあえる空間を “ 自
然 ”“ くらし ” “ 人 ” を介して創り上げていきます。

福井の生活と家族、文化と歴史、食と農業について、様々な視点から専
門的な解説者と交流しながら、「心の原点というべき場所を訪れ」福井
の豊かな里地・里山・里海を再発見します。

福井県越前市は、北陸地方の政治・経済・文化の中心として栄えてきま
した。地域に伝わる祭りの見学や代々受け継がれてきた郷土料理（報恩
講・チマキ・ほお葉飯）づくりを通して農村の暮らしや手わざへの理解
を深めてみませんか？

水の里 しらやま
（みどりと自然の村 太陽の広場内）
越前市安養寺町 5-3
TEL ＆ FAX：0778-28-1119　
Mail：midorinomura@echizen-shirayama.com

越前市エコビレッジ
交流センター
越前市湯谷町 25-25-2
TEL ＆ FAX：0778-28-1123
Mail：info@ecovilg.jp

ロハス越前
越前市粟田部中央 2 丁目 805-2
TEL ＆ FAX：0778-43-0879
Mail：info@lohas-echizen.org

NPO 法人自然体験共学センター
福井市中手町 7-3 （上味見事務所）
TEL：0776-93-2013（平日 10 時～ 18 時）

FAX：0776-93-2012
Mail：mail@kyougaku.com
ＨＰ：http://www.kyougaku.com

NPO 法人
農と地域のふれあいネットワーク
福井市大東 1-3-12
TEL：0776-52-6464　
FAX：0776-52-6465
Mail：nou-net@grape.plala.or.jp
ＨＰ： http://www9.plala.or.jp./nou-net

里山で
遊ぼ

体験メニュー
通年：  ノルディックウォーク、
　　　自然体験、薪割り
３月：シイタケの菌打ち
８月：白山スイカウォーキング

【料金】無料～ 1,500 円程度

体験メニュー

通年：  自然観察会、自然体験ゲーム、
エコツアー

1 月：餅つき・かき餅づくり等
7 月～８月：コナギ染め
12 月：しめ飾りづくり

【料金】無料～ 2,000 円程度

体験メニュー

7 月～ 8 月：  ふくい夏の自然体験キャンプ
12 月～ 1 月：ふくい冬の里山自然遊楽
※各キャンプ　２泊～４泊

【料金】19,000 円～ 37,000 円／小人
※ 2016 年度活動

体験メニュー

4 月～ 11 月：  ふるさと学級
【料金】無料～ 1,500 円
　　　　（小人 500 円）

体験メニュー

通年：  伝承料理、ワラぞうり作り、
きな粉挽き、餅つき、ちまき
作り、締め飾りづくり、

　　　 そば打ち
【料金】500 円～ 2,000 円程度

4    一人ひとりの「ちょっとチャレンジ」
を応援します！
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10 白山ワイナリーで、学ぶ！楽しむ！

6  農村生活～農村から元気をもらおう!!～

8  ＯＩＳＡＫＯキッズ農園

7  日本で唯一の研磨炭職人による炭焼き体験

9  ネーチャーコミュニケーションツアー

約 7ha の畑で、主に山ぶどうを栽培しており、醸造施設の見学や試飲（無料）を行っ
ています。ブドウ畑の景色を眺めながらワインを試飲し、ゆったりとしたひと時
を過ごしてください。他にも家族連れや友達と会社のレジャーでと、ぶどうを満
喫できる体験をご用意しています。学んで、楽しんで、味わって♪ 

農業は “ 自然相手で大変 ” “ 後継者不足 ” “ 食料自給率が低い ” などマ
イナス面をよく耳にしますが実際のところどんなものなのでしょうか？
そんな農家の『美味しい♪楽しい♪』を少しだけ体験してみませんか？
農業を志す若者の研修施設で、研修生と交流しながら農村生活を体験し
よう！！

人生を楽しく生き抜く力「楽力（がくりょく）」を養うことを理念として、
自然体験活動を行っています。OISAKO キッズ農園は、かやぶき民家
の残る里山を拠点に「暮らし」と「命」をテーマに、農作業を軸に四季
折々の体験メニューを親子で楽しんでもらっています。和気あいあいと
した雰囲気の中でのんびりとした時間をお楽しみください。

日本でここだけ生産している「研磨炭」職人指導のもと、火を使った昔
ながらの体験ができます。炭のいろんなお話も聞けますよ。

子どもさんから大人まで、一年を通してドキドキ・ワクワクのプログラ
ムを用意しております。越前大野の豊かな自然を満喫しよう。自然と文
化・伝統や人の息づかいを心と身体で感じ取ることを大切にしています。
プログラムの詳細はこちらをご覧ください。

「越前大野里地里山アクティビティー」⇒検索

㈱白山やまぶどうワイン
大野市落合 2-24
TEL：0779-67-7111　FAX：0779-67-7112
Mail：hakusan@yamabudou.co.jp
ＨＰ：http://www.yamabudou.co.jp

かみなか農楽舎
三方上中郡若狭町安賀里 74-1-1
TEL：0770-62-2125
FAX：0770-62-2124
Mail：wakasa@nouson-kaminaka.com
HP：http://www.nouson-kaminaka.com

体験メニュー
農作体験や野菜作り
薪割り、丸太切り
竹で遊ぶ（竹スキー、流しそうめんなど）
ネイチャークラフト
ストーンペインティング
缶カンでするミニ炭焼き体験
野外料理（ＢＢＱ、飯ごう、ピザ焼など）
※開催日など詳細は、ＨＰをご覧ください。

【料金】
500 円～ 2,000 円／人
※各定員 15 名程度、ご相談ください。
※ 体験時間など詳細は、ＨＰをご覧ください。

NPO 法人森林楽校・森んこ
おおい町名田庄中 29-10-5
TEL：090-2122-9393（ハギハラ）
Mail：npomorinko@yahoo.co.jp
HP：http://morinko.wixsite.com/npo-morinko

体験メニュー
4 月～ 11 月：
研修型体験
6 月中旬～ 7 月下旬：
ブルーベリー摘み体験
8 月中旬～ 10 月初旬：
ブドウもぎ取り体験

※各、要予約

【料金】
研修型体験：
1 日 3,000 円／人
ブルーベリー摘み体験：
540 円 / 人 （3 歳未満無料）
ブドウもぎ取り体験：
ハニージュース 2,160 円／袋

名田庄総合木炭
木戸口武夫
おおい町名田庄井上 49-20-1
TEL：0770-67-2908
FAX：0770-67-2217 （自宅）
H P ：  http://www1.vipa.ne.jp/~kenma-tk

奥越前まんまるサイト
大野市南六呂師 169-124
TEL：0779-67-1117
Mail：manmarusaito@goo.jp
HP：http://okuetu-manmaru.com
FB：  https://www.facebook.com/

manmarusaito

体験メニュー

5 月～ 1 月：農村生活体験  
【料金】大人：1,500 円
　　　  小人：1,000 円

体験メニュー

通年：  炭焼き
【料金】  1 名～ 10 名まで一律 15,000 円

追加 1 名につき 1,000 円
【定員】20 名（21 名以上は要相談）

体験メニュー

通年： 
 森で遊ぶ、森で過ごす、川遊び、
渓流上り、ツリークライミング、
自転車散策、スノーシュー、ガイ
ドツアー、他

【料金】2,500 円～
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里海湖で

遊ぼ

11 若狭美浜はあとふる体験
福井県若狭美浜には日本の故郷の
風景があります。山々は気高く水
を溜め木々を育み、清らかな川や
湖には魚が棲み、町の名のとおり
日本海に面した美しい浜が続きま
す。そして、それらの地域の多く
の人々に支えられた体験プログラ
ムを整えました。チームワーク育
成の「ボート体験」や生産現場に

直接触れる「大敷網体験」郷土料理の「へしこ料理体験」など約５０の
プログラムを用意しています。「全国ほんもの体験ネットワーク」の会
員となり、「心高まる旅」の提供に努めております。「若狭美浜はあとふ
る体験」をご利用頂きますよう、地域を挙げてお待ちいたしております。

若狭の「地域の生業」を学び、遊ぶ…インストラクター
は全て、“ 田舎の達人 ” なおっちゃんおばちゃんたち♪
農家や漁師さんの民宿に泊まって、田舎っぷりが大自慢、
海・湖・川・里・山ぜんぶそろった “ 若狭三方五湖 ” の
自然をお楽しみください。

若狭美浜はあとふる体験推進協議会
三方郡美浜町郷市 25-25
TEL：0770-32-6705　FAX：0770-32-6050
Mail：syohkoukankoh@town.fukui-mihama.lg.jp
H P ：http://www.heartful-mihama.com

はあとふる体験

【期間】通年　
【料金】1,500 円～／人（小学生以上）
農業、林業、漁業、味覚、自然・アウトドア、
工芸・歴史文化、民泊体験

12 三方五湖を体感しよう！

13 若狭三方五湖わんぱく隊

サイクリングツアー

自転車だから行ける場所がある！
自転車だから出会える景色がある！

【期間】3 月～ 4 月、10 月～ 11 月（3 ～ 4 時間）
【料金】6,500 円（2 人～）
（ガイド料、おやつ、入浴料、保険代等）

カヤックツアー

若狭湾のリアス式海岸沿いの「海コース」ラム
サール条約に登録された三方五湖を巡る「湖
コース」月に一度の「ナイトコース」があります。

【料金】6,000 円～ 10,500 円
（ガイド料、おやつ、入浴料、保険代等）

自然に大の字　あそぼーや
三方上中郡若狭町海山 64-4-1
TEL：0770-47-1008　FAX：0770-47-1652
Mail：asobo-ya@pamco-net.com
H P ：http://www.pamco-net.com/asobo-ya

（一社）若狭三方五湖観光協会
三方上中郡若狭町鳥浜 122-31-1
TEL：0770-45-0113
FAX：0770-45-0129
ＨＰ：http://www.wanpakutai.com

三方五湖の天然うなぎ筒漁＆グルメツアー
うなぎ好きなら一度は食べてみたい天然うなぎ。そ
んな超貴重な天然うなぎのかば焼きを堪能！＆三方
五湖の漁師さんと一緒に「うなぎ筒漁」を体験でき
る！ツアーです。

【期間】5 月～ 7 月
【料金】17,000 円～（一泊二食・ツアー代込み）

体験メニュー

大敷網漁見学体験
【料金】1,000 円
干物つくり体験

【料金】1,500 円
養殖魚のえさやり体験

【料金】1,500 円
※ 日付やシーズンによって受け入れできな

い場合がございます。
※ 荒天候により対応できない場合がござい

ます。
※ 日付、料金などは事前にお問合せ下さい。
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14 漁師体験プログラム

17 カヤック体験

16 2017 サマーキャンプ in 若狭路

15 釣り・さばき体験

18 タコ漁体験

地元漁師さんの仕事を間近で見て、実際に漁
に参加して、取れたて魚に舌鼓！生の体験で見えて
くる価値観は、人生の大きな財産！！体験と漁家民
宿への宿泊がセットになったプランで全５コース。
漁村に滞在して、漁業体験やその地域の自然や文化
に触れ、地元の人々の交流を楽しむ旅。都会ではで
きない、とびきりの漁村体験がいっぱい！

綺麗な高浜の海を満喫！
初心者でも乗りやすいシットオンタイプ
のシーカヤックを使い、パドリングから
練習するので初めての方でも安心して楽
しんでいただくことができます。

地元の漁師さんと一緒に漁船に乗ってタコ漁体
験をしてみませんか。タコのかご網漁の方法や
とれたてのタコを間近で見学・体験できるプロ
グラムです。新鮮なタコがおみやげとしてつい
てきます。

日本の「食」の原点に触れ、環境への優しさ、
今では薄れた協働の精神を感じることがで
きる。「食育」を実体験するサマーキャンプ。
子どもたちの「おいしい！」の声、そして、
喜び、頑張り、これまで経験したこともない
感動をもたらす様々なプログラムをご用意し
ています。

若狭小浜民宿推進協議会
小浜市大手町 6-3
TEL：0770-64-6021　FAX：0770-52-1401
Mail：kankou@city.obama.fukui.jp

農家民宿　利右衛門
大飯郡高浜町東三松 17-15
TEL：080-1964-5487

ブルーパーク阿納
小浜市阿納 8-4
TEL：0770-54-3611
HP：http://bluepark-ano.com/comtact

啓福丸
大飯郡高浜町和田　TEL：090-3058-3727

若狭路サマーキャンプ推進ネットワーク
（一般社団法人若狭高浜観光協会内）
大飯郡高浜町宮崎 77-1-8
TEL：0770-72-0338
ＨＰ：http://wakasaji-camp.com

体験メニュー
①魚釣り＆魚さばき体験コース
　5 月～ 10 月まで　定員 5 名～ 40 名
②刺し網漁体験コース【乗船有】
　5 月～ 9 月まで　定員 2 名～ 6 名
③タコかご漁体験【乗船有】
　5 月～ 8 月まで　定員 2 名～ 6 名
④定置網漁仕分け作業体験コース
　6 月～ 10 月まで　定員 4 名～ 15 名
⑤定置網漁体験コース【乗船有】
　6 月～ 10 月まで　定員 5 名～ 10 名
⑥サザエ網漁体験コース【乗船有】
　６月～８月まで　定員２名～５名

【料金】中学生以上：10,000 円
　　　 小　学　生：8,000 円
　　　　　　　　　　 （一泊二日体験料込み）

体験メニュー

シーカヤック… 半日１人、２人、３人乗り
　　　　　　…１日１人、２人、３人乗り

【料金】2,500 円～ 6,000 円

体験メニュー

①海での体験
（海水浴、ライフセービング体験、魚釣り、
漁業体験、星空観察、花火他）
②山での体験

（薬草染体験、竹紙作り、ボルダリング、
キャンプファイヤー、アウトドアクッキング他）

【参加日程】
①２泊３日　7 月 27 日（木）～ 29 日（土）
　　　　　　8 月 2 日（水）～ 4 日（金）
②３泊４日　8 月 7 日（月）～ 10 日（木）

【料金】
① 2 泊 3 日　34,500 円
② 3 泊 4 日　43,500 円

釣って、さばいて、たべる体験！

生け簀の鯛を「釣って、さばいて、食べる」の一
連の作業が体験できます。命をもらって食べるこ
と、獲った人、育てた人への感謝の心を育みます。
※スタッフの補助有

【期間】4 月～ 11 月
【料金】3,500 円／人（2 時間）

若狭の小鯛釣り放題

1時間小鯛が釣り放題!!しかも、そのままお持ち帰り!
【期間】4 月～ 11 月　　
【料金】3,500 円／人（1 時間）

体験メニュー

【期間】4 月～ 9 月　　　【料金】4,000 円～
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伝統体験
19 こんにゃく作り

22 越前和紙の紙すき

25 漆器体験（沈金・蒔絵）

28 若狭和紙

20 料理作り体験

23 越前打刃物

26 越前焼

29 若狭塗箸

21 若狭おばま調理体験

24 墨流し・和紙かばん作り

27 越前焼

30 若狭塗箸 箸の研ぎ出し

池田産生芋 100％
こんにゃくづくり

【料金】1,500 円（2 時間）
（小学生以下 1,000 円 / 人）
※ 4 名～ 25 名まで

魚見手づくりこんにゃく道場
今立郡池田町魚見 13-6-1
TEL：090-5689-7112（内藤） 
※要予約

越前和紙の紙すき
色紙、はがき判、うちわ、
コースター判、名刺、しおり等

【料金】500 円～

越前和紙の里
「パピルス館」
越前市新在家町 8-44
TEL：0778-42-1363

沈金・蒔絵
【料金】5,000 円～

椀 de 縁
鯖江市河和田町 14-25-1
TEL：090-1396-3714（荒木） 
※要予約

紙漉き：700 円（40 分）
はがき漉き：700 円（40 分）
折り染め：400 円（20 分）

（5 名以上で要予約）

若狭工房
小浜市川崎 3-4

（御食国若狭おばま食文化館２階）
TEL：0770-53-1034 ※要予約

郷土料理づくり、みそづくり
米粉のパン・ピザづくり
ソーセージづくり、そば打ち
かまど炊きごはん体験など

【料金】100 円～ 1,000 円程度

もやいの郷・農楽園
越前市横市 17-29
TEL：0778-42-3838
※要予約

越前打刃物
メタルキーホルダー製作
ペーパーナイフ教室
研ぎ方教室、小出刃教室、切り出し教室

【料金】600 円～

タケフナイフビレッジ
越前市余川町 22-91
TEL：0778-27-7120
※要予約

手ひねり：1,200 円
絵付け：500 円～

福井県陶芸館
丹生郡越前町小曽原 120-61
TEL：0778-32-2174

箸の研ぎ出し
（つや出し込み）
【料金】900 円（40 分）

若狭工房
小浜市川崎 3-4

（御食国若狭おばま食文化館２階）
TEL：0770-53-1034 ※要予約

鯖の押し寿司
てまり寿司、かまぼこ
くずまんじゅう、はんぺん
でっちようかん　など

【料金】500 円～

御食国若狭おばま食文化館
小浜市川崎 3-4
TEL：0770-53-1034
※要予約

墨流し：1,000 円 / 枚
和紙かばん作り：500 円 / 個

ロハス越前
越前市粟田部中央 2 丁目 805-2
TEL ＆ FAX：0778-43-0879
※要予約

陶芸体験：1,540 円
（粘土１㎏につき）

越前町織田陶房
「わづみ館」
丹生郡越前町下河原 37-42-1
TEL：0778-36-1922

箸の研ぎ出し
【料金】216 円～
　　　  324円～（15分）

箸のふるさと館 WAKASA
小浜市福谷 8-1-3
TEL：0770-52-1733
※要予約
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遊んで！ 泊まって！ 「自然体験宿泊施設」
31  かつての学び舎で、ここにしかない“つながり（結）”を

33 ここにある“不便さ”は楽しみに変化する

35 自然と遊びがいっぱい！

32 ロマンあふれる杜で、自然を満喫

34 農村がキャンパス！風土が教科書！

36 みどり深い空気のシャワーを浴びよう !

廃校となった小中学校校舎を改修し
て、体験型の宿泊施設として生まれ
変わった「ちくちくぼんぼん」。川
遊びやトレッキングなど、自然とつ
ながる体験プログラムを多数ご用意
しております。体験と合わせて宿泊
も可能です。

標高 450m に位置する八ッ杉千年
の森公園は、雑木林に囲まれた体験
型の森林学習施設です。夜は、街の
灯りが届かない漆黒の闇、無重力を
思わせる満天の星空は感動です。日
常の騒音から離れた休息に訪れてみ
ては？

「PAMCO」は、ホテルでも民宿でも
ペンションでもないノーボーダーな
館。情熱を持って生き生きと、この地
を訪れる人々と若狭の地に生きる者の
心を、豊かな自然を通してつないでい
く場所でありたい。どうぞ、当館から
飛び出して自由に、思いのままに、海
と山と湖と戯れてください。

池田の里山の自然を感じ、そこに住
む人々とふれあい、語りあうことに
より、農山村の自然や伝統・文化、
暮らしの知恵などの風土を五感で感
じて味わうことができる、気づきと
発見の「学校」を目指しています。

自 然 の 中 で ゆ っ く り す ご そ う。
八ヶ峰家族旅行村は、「森林浴の森
100 選」に選ばれています。みど
り深い空気のシャワーを浴びると、
気分もリラックス。Ｈ２９年より
ボルダリング施設も完成しました。
大人から子どもまで楽しく遊べる
施設です。

福井県産そば粉使用の「二八そば打ち体験」や昔ながらのかやぶきの屋根、囲
炉裏を囲んでの団欒など日本の田舎を満喫し、心癒されるひとときをお楽しみ
ください。

坂井市竹田農山村
交流センター（ちくちくぼんぼん）
坂井市丸岡町山口 60-8
TEL：0776-50-2393

越前市八ッ杉森林学習センター
越前市別印町 19-1-1
TEL：0778-42-3800
FAX：0778-42-3801
Mail：info@yatsusugi.jp

湖上館 PAMCO
三方上中郡若狭町海山 64-4-1
TEL：0770-47-1727
FAX：0770-47-1652
Mail：info@pamco-net.com

農村 de 合宿
キャンプセンター
今立郡池田町菅生 23-42
TEL & FAX：0778-44-6181

八ヶ峰家族旅行村
大飯郡おおい町名田庄染ヶ谷 6-8
TEL：0770-67-2844
FAX：0770-67-3036

悠久ロマンの杜
丹生郡越前町笈松 44-3
TEL：0778-36-2050
FAX：0778-36-0588
HP：http://yukyuroman.sakura.ne.jp/

体験メニュー
クラフトプログラム、里山歴史文化体験、
里山暮らし食育プログラム、冒険プログラム、
自然教育プログラム　全４０種類以上！
※時間、料金など詳しくは HP をご覧ください。
ＨＰ：http://www.chiku-bon.jp/

宿泊料金
和室一般（高校生以上）：4,000 円～
　　　　　中学生以下：3,000 円～
※他に洋室もあります。

体験メニュー
石釜ピザ焼き体験：
大 (20cm)　1,000 円／ 1 枚
小 (15cm)　　500 円／ 1 枚
バウムクーヘン作り体験：
1 セット (3 本 )　1,500 円
木工体験：2 時間コース　700 円
　　　　　1 時間コース　400 円

宿泊料金
大人：2,000 円～
小・中学生：1,500 円～
幼児（満 3 歳以上）：500 円～

体験メニュー

カヤックツアー：3 月～ 11 月
ツアー料金：6,000 円～ 10,500 円
　　　　　　　　　（2時間～4時間）
※湖上館パムコに宿泊すると割引があります。

宿泊料金
大人：8,000 円／子ども：5,600 円
一泊朝食付、和室、トイレ有
※その他、『海鮮』『カニ』『ふぐ』コースなど

体験メニュー
星の観察会　500 円～／人
ほたる鑑賞会　500 円～／人
魚見川源流調査　1,000 円～／人
薪割り＆たき火体験　1,500 円～／人
その他、野菜の収穫体験、みそづくり体験、炭作り体験、
水生生物調査、木工細工、こんにゃく作り体験など
※体験期間などの詳細は、ＨＰをご覧ください
HP：http://ikeda-noson-camp.jp/plan/option/

宿泊料金
合宿宿泊：小学生 3,500 円
　　　　　中学生 4,000 円
一　般：4,500 円（高校生以上）
一般宿泊：洋室＆和室 17,000 円（1 部屋あたり）

（お食事代別）

体験メニュー

林業体験、竹細工、炭焼き、染め物、
竹紙漉き、木工、椎茸菌打ち、
天体観測（予約制）

宿泊料金

バンガロー 4 人用：8,000 円
古民家：1 人 3,000 円（寝具付）
テント：1 区画 2,300 円
入村料：350 円
日帰りバーベキュー：500 円

体験メニュー

そばうち体験 3,500 円（約 5 人前）
※余った分は、お土産に！

宿泊料金

コテージ：14,700 円～
暮らしの館：16,970 円～
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～昔話のような世界が広がっている～

～農家民宿ってなに？～
　農家民宿は、どなたでも泊まれる田
舎のおうちです。普段は、滞在するこ
とのできない田舎に泊まって、様々な
体験ができます。

【相談窓口】
公益社団法人 ふくい農林水産支援センター

（ふくい農業ビジネスセンター内）
受付時間　平日 8：30 ～ 17：15（祝祭日・正月休み）
TEL：0778-29-2131　FAX：0778-29-2133
Mail：info@fukui-ecogreen.org
H P：http://www.fukui-ecogreen.org/ecogreen/farmer
農家民宿の詳細は、「福井県・農家民宿」で検索していただくか、
別冊の農家民宿パンフレットでも見られます。

農家民宿 福井市
　農家民宿 じゅ助
　さかい農園
　こなかや
　すけざ
　いちろべい
　さくべぇ
　こひがし
　かんじゃ
坂井市
　山あいの宿 なかがわ
　山

さ ん げ つ そ う

月荘
大野市
　農家民宿 このは
　まんまるハウス
　C

か　ふ　ぇ

afe Name Came O
な　ま　け　も　の

no
鯖江市

　椀
わ ん で え ん

de 縁
　ざくろの宿
越前市
　蔵の伊兵衛さんち
　さらまんだ渡辺のログハウス
　加藤さんち
　古民家『A

あ お い い え

OIIE』
　橋本さんち
　堀江さんち
　霜さんち
　重屋さんち
美浜町
　美

み

鹿
ろ く

家
や

若狭町
　三九郎
　田舎暮らしの家 ここいろ
　島津ごろべ
　若狭きちべ
　熊川宿 勘兵衛
　三

さ ん

十
じゅう

三
さ ん

間
げ ん

山
ざ ん

文
ぶ ん

庫
こ

おおい町
　古民家サロンアルプス
高浜町
　農家民宿 利右衛門

農家の家庭に宿泊して、農業体験や農家との交流を通じて、
ありのままの農村の暮らしを楽しんでください。
まるで、ふるさとに帰ったような気分を味わえます。

宿泊中に体験したい内容を伝えましょう　例：野菜収穫体験
農家さんが、おもてなしの準備ができるように早めに予約しましょう。
宿泊の際には、アメニティなどの持参を心がけましょう。

初めて
の方へ
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地域を体感してみたい方は、滞在型ボランティア 「ふるさとワークステイ」
福井県の農山漁村に滞在し、農作業や地域活動の
お手伝いをしていただける方を募集しています。
地域の方たちと一緒に汗を流してみませんか？

○１泊以上概ね３泊ぐらいまで。※長期滞在の場合、ご相談ください。
○原則として１８歳以上の心身ともに健康な方
○参加負担金は、受入地域によって異なります（500 円～）
○現地までの交通費は、参加者負担となります

参加について

農家泊、民家泊、公営施設など
※食事は自炊していただく場合があります

宿泊

保険証のコピー、作業のできる服、着替え、帽子、雨具、洗面用具、
寝間着など

持ち物

受入地域団体へ電話かメールでお問い合わせください。
ご希望の作業内容・日程をお知らせいただき、それを元に日程を調
整し、参加が決定します。
※ご希望の１週間前までにお申し込みください。

お申し込み方法

【ボランティア内容】

お祭りのお手伝い
伝統野菜の農作業

子どもキャンプ補助
地域活動

福井市自然体験交流
推進協議会
担当：伊藤弘晃
TEL：0776-21-2216
FAX：0776-24-8603
Mail：green@kyogaku.com

【ボランティア内容】

お祭りのお手伝い
被災地域受入

地域活動

殿下の里づくり組合
担当：堂下雅晴
TEL：090-2541-3267　
FAX：0776-97-2127 
Mail：goldo291@yahoo.co.jp

【ボランティア内容】

お祭りのお手伝い
しだれ桜まつりのお手伝い

地域活動
雪かき

（一社）竹田文化共栄会
担当：竹内作左エ門
TEL：0776-50-2393
Mail：takeda@chiku-bon.jp

（坂井市竹田農山村交流
センター内）

【ボランティア内容】

田んぼ、畑
ハウス栽培

地域イベント

（有）かみなか農楽舎
担当：八代恵里
TEL：0770-62-2125　
FAX：0770-62-2124 
Mail：wakasa@nouson-kaminaka.com

【その他】
掲載されている以外にも、地域のお祭りや田舎体験ボランティアを募集しております。大学、企業などの団体と地域のボランティア交流のご相談もコーディネート
いたしております。詳しい情報は、「福井県　ふるさとワークステイ」で、検索してください。

【参加相談・総合窓口】

公益社団法人　ふくい農林水産支援センター　（ふくい農業ビジネスセンター内）
担当：都市農村交流員　受付時間　平日 8:30 ～ 17:15　（祝祭日・正月休み）　TEL：0778-29-2131　FAX：0778-29-2133　Mail：info@fukui-ecogreen.org

福井市

福井市

坂井市

若狭町

受入地域
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交通アクセス
東京から

● J R 北陸新幹線・北陸線特急で…………約３時間 20分
東海道新幹線・北陸線特急で………約３時間 20分

● 飛 行 機 羽田―小松空港―福井（バス）………約２時間 15分
● 自 動 車 東名・名神・北陸自動車道で………約６時間 30分
● 高速バス 東京八重洲南口―福井………………約８時間 10分

大阪から
● J R 北陸線（湖西線）特急で……………約 1時間 50分

大阪駅より敦賀駅まで新快速で………… 約 2時間
● 自 動 車 名神・北陸自動車道で…………………… 約 3時間
● 高速バス 大阪（梅田）―福井…………………約３時間 30分

名古屋から
● J R 北陸線特急で……………………………… 約 2時間
● 自 動 車 名神・北陸自動車道で…………………… 約 2時間

東海北陸自動車道白鳥 IC経由で………… 約 3時間
● 高速バス JR名古屋駅―福井……………………約 2時間 30分

※乗り継ぎ時間を含みません。

【発行元】
公益社団法人 ふくい農林水産支援センター
（ふくいエコ・グリーンツーリズム・ネットワーク事務局）
福井県福井市寮町辺操52番21号
TEL:0776-21-8311　FAX:0776-23-0931
Mail:info@fukui-ecogreen.org
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157

158

161

156

富山

岐阜

京都

大阪

金沢

名古屋

※平成29年3月現在

小松空港

福井

至東京

JR東海道線

敦賀

米原

小浜

金沢

東京

福岡・那覇

札
幌
・
仙
台

越
前
海
岸

東
海
北
陸
自
動
車
道

北
陸
自
動
車
道

舞鶴若狭自動車道

名神高速道路

中部縦貫
自動車道

東名高速道路

若狭湾

琵琶湖

金沢西IC

福井北IC

小浜IC

敦賀IC
白鳥IC

白川郷IC
白山スーパー林道

福井IC

小矢部砺波JCT

米原JCT

吉川JCT

一宮JCT

北陸新幹線北陸新幹線

福井県では、里山里海湖ビジネスを支援します！
NEW!!

福井県越前市に「ふくい農業ビジネスセンター」を設置し、
地方でチャレンジしたい方のサポートをしています！

専属スタッフ
都市農村交流員にご相談ください。

自然に囲まれた
環境で、

暮らしたいな…

　ふくい農業ビジネスセンターは、自然の山々に囲ま
れた素晴らしい環境にある宿泊研修施設です。農林漁
業をはじめとした研修や、社員研修、大学のゼミなど
に活用できます。

農業を始めたい
けど、素人でも
できるのかな…

農家民宿って、
聞いたけど

誰でもできるの？

【相談窓口】

ふくい農業ビジネスセンター
都市農村交流員
〒 915-1201　福井県越前市安養寺町 142 字 27-1
TEL：0778-29-2131　FAX：0778-29-2133
Mail：info@fukui-ecogreen.org
H P ：  http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021500/

fabc/top.html


