
2011

日時：

場所：

天候：

参加：

2011年 1月22日（土）・23日（日）
天栄村湯本地域
晴れのちくもり
参加者 14名　浅川町スタッフ 10名　まざっせスタッフ 2名　

まざっせ

周遊ツアー

第４回

平成 23年
1 月 22日（土）・23日（日）

 集合・解散場所：郡山合同庁舎場所 : 天栄村湯本地域内

参加費　大人：8000円･子供：5000円

申込締切　平成 23年 1月 17日（月）

対象者：小学生のお子さんを持つ家族

にちじ :　

10家族
　限定

 行 程 表

旅行代金　大人：8,000 円　子供：5,000 円　(食事・体験料・宿泊代・バス代・保険料含む）
1泊 2日　食事 3回［夕食・朝食・昼食］　　  宿泊　源泉亭 湯口屋

福島県郡山合同庁舎前
12：00発（11:45 集合）

天栄湯本・源泉亭 湯口屋
14：00着

　旅館体験・
雪灯籠づくりなど

1月 22日
）土（ 　

日程：平成 23年 1月 22日（土）12：00～ 23日（日）15：00

就寝
21：30

1 月 23日
）日（ 　

※詳細な行程表は、出発 1週間前にお渡しする「旅のしおり」にてご説明させていただきます。

起床
6：00

　旅館体験・雪遊び・
　トレッキングなど

福島県郡山合同庁舎前
15：00着（予定）

天栄湯本・源泉亭 湯口屋
13：00発

※1月 22日 ( 土 ) の昼食は、今ツアーには含まれておりませんので、事前に食べて来ていただくかご持参下さい。また、車でお越しの際は、福島県郡山合同庁舎駐車場をご利用下さい。

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

お問合せ先/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
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浅川町ツアーに参加した
女の子（小 6）

いねかり体験

炭焼き・
水でっぽうづくり体験

都路町ツアーに参加した
男の子（小 2）

かんしょう炭づくり体験

炭用のまき割りは大変
だと思った。バーベキューや
竹の水でっぽうづくりも

楽しかった。

かんしょう炭づくりは
心配だったけど、うまく
出来て良かったです。
また行きたいです。

古殿町ツアーに参加した
女の子（小 5）

これまでの♪ 
参加者の感想

いねかり体験

お米は、かるのが難しかっ
たけど、楽しかったです。
お昼に食べたおにぎりが

おいしかった。

12：00～
（翌）15：00

『 旅館まるごとお仕事体験
　　　　　　　　　　　　　ｉｎ 天栄湯本 』

　参加者　　 ・ 子供たちが旅館でのお仕事体験を通して、
　　　　　　　　　冬の天栄湯本地域の暮らしや文化を学び、
　　　　　　　　　一生の思い出を作ってもらうこと。
　

♪　旅館お仕事体験

○おとうさん ・ おかあさんをお出迎え

○お食事の準備お手伝い

○お布団引きのお手伝い

○雪はき （雪のおそうじ）　

♪　天栄湯本くらし体験

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

【まち歩き】ガイドの星さんたちと一緒に湯本の成り

立ちを聞きながらまちを見て回りました。

【雪遊び】灯籠作りも終わって雪遊び！

大人も子供もみんなで思いっきり遊びました。

【雪灯籠作り】灯籠は金バケツで作り・しゃもじで

 穴を開けてロウソクを立てました。

【朝食のお手伝い】子供たちの動きもキビキビし

て本当の仲居さんみたい。

【夕食】囲炉裏で夕食のいわなを焼いて食べまし

た。囲炉裏の火は見ているだけで心が安らぎます。

【夕食のお手伝い】お父さん・お母さんのお茶

碗などを子供たちみんなで用意しました。

【雪はき（雪そうじ）体験】眠い目をこすりながら

子供たちみんなで雪はきをしました。

【布団挽き】子供たちがお父さん・お母さんの

分まで汗をかきながら行いました。

【昼食】みんなでお餅つき、子供たちも一生懸命

杵と臼を使って初めてのお餅つき。

【トレッキング】スノーシューを履いて、お湯が

でる田んぼを目指してみんなでトレッキング。

【トレッキング】みんなで登って｢はい！ポーズ｣

大変だったけど楽しいトレッキングでした。

【旅館お仕事体験】子供たちは、エプロンと三角巾

に着替えてお父さん・お母さんをお出迎えの練習中

【雪灯籠】できあがった雪灯籠をみんなで見に行きまし

た。優しく光る炎が印象的でした。

○今回の体験はいかがでしたか？

◎回答人数内訳

　・保護者---7人

　・子ども---7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-1件

・とても楽しかった-7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-1件

【次田リポーター】
今回初めてのツアー企画を行い、多く
の方に迷惑を掛け地域の方・スタッフ
に大変助けて頂きました。参加してい
ただいたお客様からは、みな楽しく非
常に満足していただけたことが本当に
良かったです。湯本地域には歴史・文
化などもっとおもしろい物がたくさん
あり、夏のホタルの鑑賞会や秋のナイ
トトレッキングなど冬以外にもたくさ
ん楽しいことがあるので今後も湯本地
域の方と協力し、より多くの方に湯本
の魅力を知っていただく機会を作り、
多くの方に湯本のファンになっていた
だけるよう今後も努力していきたいと
思います。

【橋本リポーター】
今回は、まざっせツアー初のお泊りツ

アーということで、準備段階から戸惑

うこともありましたが、天栄湯本のス

タッフの方のご尽力で思い出深いもの

となりました。下見に行った時よりも

雪は深く、参加者の方々もたくさん積

もった雪の中、家族ではしゃいだこと

は一生の思い出になったのではないで

しょうか。その地域ならではの体験を

通して、地元の方は地域を見直し、参

加者の方には自分の住んでいる近くに

｢こんなに素敵なところがあったんだ｣

と知って、楽しんでいただけたと思い

ます。

【齋藤リポーター】
旅館の仲居さんのお仕事を子供たちで

しようという企画で、到着してすぐに

エプロンと三角巾姿で集合していただ

きましたが、とっても可愛らしく感激

いたしました。最初のお仕事は、お客

様（自分たちのお父さんとお母さん）

をお出迎えし、挨拶することでしたが

、正座して並ぶ姿にお父様方も撮影し

ながらにんまりでした。家族愛が随所

に見られる良い旅でした。また、女将

さんのお料理も大変美味しく、ほどよ

い湯温の温泉も最高でした。

【佐久間リポーター】
今回、ツアーの本番に参加すること

はできませんでしたが、帰って来て

バスから降りて来る子供たちの笑顔

や参加者からの『楽しかった』の声

を聞くことができ、楽しんでいただ

けたんだな！と実感しました。ツア

ーの準備段階では、思わぬトラブル

があり、担当者不在の中、他のお宝

リポーターでサポートをする形とな

りました。ですが、今回の事がきっ

かけで、各お宝リポーターの準備に

対する仕事の仕方を見直しする事が

できたと思います。【打ち豆体験】丸いお豆をたいらにつぶすのは結構

むずかしい。みんな夢中で体験しました。

　　　　　 ・ 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-0件

・参加したい-5件

・参加しない-0件

・わからない-2件

○また天栄村湯本に行きたいですか？

〈旅館のお仕事〉 〈トレッキング・雪遊び〉

○体験時間はいかがでしたか？（子供のみ）

・長い-0件

・短い-1件

・ちょうどいい-6件

・長い-0件

・短い-0件

・ちょうどいい-7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-7件

〈子ども〉〈保護者〉

・また来たい　-6件

・行きたくない-0件

・わからない　-1件

　・また来たい　-6件

　・行きたくない-0件

　・わからない　-1件

○まち歩き （大人のみ）

○雪灯籠作り ・ 雪遊び

○打ち豆体験

○トレッキング

○餅つき体験

　　　 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 : 富田　 昇 　星　 美喜雄  星  あき子 （敬称略）

湯本地域のヒト ・ モノ ・ カネがうまく結びつくしくみづくりを
実現を図ることを目的にする団体として活動を行っています。EIMY

源泉亭　湯口屋 　　　     
福島県岩瀬郡天栄村岩瀬湯本温泉
TEL : 0248-84-2001

協力者 : 星　完治 　星  真紀子　星　寛子
　　　　　 佐藤 ケイ子　星　喜代子 （敬称略）　　

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。

須賀川市歴史民俗資料館
福島県須賀川市長沼字門口 186　　TEL : 0248-67-2142

人々が代々受け継いできた生活民具や地域の貴重な
歴史資料等を保存･公開しています。


