＝ワイナリーサポート会員様限定＝

Noda Village Winery Support Member

野田村の魅力満喫ツアー
山葡萄収穫とワイナリー醸造開始に立ち会う
大人 ：23,000 円
子ども：12,000 円
（小学生）

学生（中・高・大）：18,000 円
未就学児
：無料

１日目夕食・宿泊代、２日目朝食・宿泊代、３日目朝・昼食代込。
※添乗員は同行しません。現地ではネパリ・バザーロのスタッフ
がご案内します。※八戸駅からツアーバスが往復します。前後の
交通の手配、および交通費は各自負担となりますので予めご了承下さい。※男女別・雑魚
寝（布団有）となります。宿泊場所は選べません。

定員：55 名

ＦＡＸ / ネットのお申し込みフォームから、8 月 25 日までにお申込み下
さい。お申込多数の場合は、抽選となります。抽選会は 8 月 31 日に行い
ます。結果連絡は、
9 月 5 日～ 9 月 10 日の間に郵送にてお知らせ致します。
（お申込頂いた全ての方に、当選結果のご連絡を致します。）

名称は

ワイナリーの
すずみ

』になりました。

『涼海の丘ワイナリー

い！

おらあどお～の村にいらしてくださ

2016 年 10 月 8・9・10 日 （土・日・月祝）

Noda Village Winery Support Member
2016.10.8 Sat. - 10 Mon.

Schedule

10 月 8 日（土）
11:30
11:40
13:30
14:00
17:30

八戸駅集合 ----------- ❶
ツアーバス出発
野田村到着
山葡萄収穫のお手伝い --- ❷
バーベキュー＆入浴

10 月 9 日（日）
7:00
8:30
11:00
12:45
13:30
16:30

@ えぼし荘

------- ❸
20:15 各宿泊場所に出発 ------ ❹
❶

昼食はご用意していません。昼食を食べてからお集
まりください。バスの中でも食べられます。

❷ グループに分かれて、各農家さんで作業します。す

（※１）
ぐに作業できる格好でいらしてください。

❸ 宿泊施設のお風呂は限られているので、えぼし荘（※

２）で大浴場に入ります。

❹

分かれて宿泊します。男女別雑魚寝になります。布
団はあります。各宿泊場所は離れていますのでご注意下
さい。２日間とも同じ場所です。（裏面参照）

山葡萄収穫体験作業

野田村の
魅力満喫ツアー

朝食
山葡萄収穫のお手伝い --- ❺
昼食＆ショッピング ---- ❻

役場駐車場出発

収穫祭＆醸造開始式
屋台で夕食 ----------- ❼

&「涼海の丘ワイナリー」見学

18:00 入浴 ＆くつろぎ time @ えぼし荘
20:00 各宿泊場所に出発
❺ 一日目と同じ農家さんで作業します。
❻ 自由行動になります。サポート会員証をご提示いただく
（変更する場合もあります）

と、特典が受けられる店舗があります。『野田村ワイナリー
サポート協力店ＭＡＰ』をご参照ください。
昼食代金はツアー代金に含まれていません。

❼ たくさんの屋台が出ています。各自夕食をお済ませ下さい。
夕食代金は、ツアー代金に含まれていません。

※1

入浴場所

えぼし荘

※2

露天風呂からは太平洋を一望できます。
ネパリ・バザーロの
「クーネ フェイス＆
ボディソープ」
はあります。
タオルは
ありません。

※温泉ではありません。

10 月の野田村はとても寒いで
す。バーベキューや収穫祭な
ど屋外でのイベントも多いので、ダウンな
どあたたかい上着をお持ちください。

服装

山葡萄の収穫や、収穫した山葡萄の選別をします。汚れてもいい
長袖、長ズボン、靴、作業用手袋、帽子をご用意ください。
（注１）山葡萄畑に漆があることがあります。肌を露出せず、
洋服で保護し、作業の際はご注意下さい。
（注２）山葡萄の汁が染みることがあるので、防水コーディ
ングした手袋がおすすめです。

Present !!

ネパリ・バザーロのクーネ化粧品
ヘアケア用のトライアルセットを
プレゼント
シャンプー、コンディショナー各 20ml

山葡萄収穫と
ワイナリー醸造開始に立ち会う

10 月 10 日（月）
7:00 朝食
8:45 ワークショップ --- ❾
12:00 昼食
＠アジア民族造形館広場＆庵日形井

13:20 八戸駅へ

15:15 八戸駅到着・解散

３種類のワークショップ（※３）、もしくは山葡萄収穫のお手伝いからお選
び頂き、お申込み書にご記入ください。ワークショップ代金は、ツアー代金に含
まれていません。当日ワークショップ会場でお支払い頂きます。※釣銭のないよ
うにご用意下さい。領収書は発行できません。

ワークショップを
お選び下さい！ ※ 3

お申込み書に、第１希望と第２希望をお書きください。で
きる限り第１希望に参加できるように調整致しますが、第
２希望でお願いすることもあります。ご了承ください。

講師：泉田之也
( のだ窯 ギャラリー IZUMITA）
●代金：1000 円 + 着払い送料 ※焼きあがったものを後日お届けします。

陶芸教室

アジア民族造形館の一角にある窯を拠点に多くの作品を生み出す陶工。野
田の土を使い、昔ながらの穴窯で焼かれる作品は、土の魅力を存分に引き
出した独特の世界観でみるものを惹きつけてやみません。数々の賞を受賞
し国内外で高い評価を得ています。500g の粘土で、お皿、お茶碗、花入れ、
湯呑、ぐい吞み、マグカップなどお好きなものをお作り頂けます。

木工教室

講師：大澤継弥 （だらすこ工房代表）
●代金：まな板 1000 円 ペンダント 1200 円

震災で引きこもりがちな男性たちの居場所を作ろうと奮闘。得意の木工を
生かした作品作りや太陽光による市民発電所を仲間と手がけたりするうち
に苦手だったコミュニケーションが楽しめるようになり、今では訪問者大
歓迎！シロタモの板を磨いたまな板、ケヤキ・マツ・カバの木の皮を磨き
ボタンやペンダントなどをお作り頂けます。

山葡萄染め

講師：原澤博子 （工房艸）
●代金：1,500 円（スカーフ代）

染色家。埼玉県川越市に「工房艸」を構え、自身で育てた藍の生葉で
染めたスカーフや、何度も何度も柿渋を染め重ねた服、フェアトレー
ド商品などを販売。収穫作業の際にはじいた山葡萄を使って、スカー
フを染めます！！（スカーフサイズ：幅 37cm/ 長さ 132cm)
【持ち物】エプロン、ゴム手袋

持ち物

●ワイナリーサポート会員・会員カード

●汚れてもいい 動きやすい服装・靴 で、各自 タオル・帽子・作業用手袋・応急セット・懐中電

灯をご持参下さい。雨天決行のため雨具もご用意ください。貴重品は身に付けられるようリュックやポ
シェットをご用意下さい。えぼし荘と各宿泊場所にはネパリ・バザーロのクーネ フェイス＆ボディソープ
はありますが、それ以外のアメニティーは基本的にありません。ハミガキセット・タオル・寝巻等ご用
意下さい。

宿泊場所について

岩手国体と重なっているため、宿泊場所は一般的なお宿ではないところもあります。

分かれて、男女別雑魚寝での宿泊になります。布団はあります。宿泊場所は選べません。皆様には大変ご不便を
お掛けすることと思いますが、どうかご理解の上、お申込下さいますようお願い致します。また、各宿
泊場所は離れていますのでご注意下さい。２日間とも同じ場所になります。

国民宿舎・えぼし荘

■お座敷の大広間に男女別雑魚寝となります。布団はあります。

山葡萄農家・小野寺敬作さん母屋

■畳のお部屋に男女別雑魚寝となります。布団はあります。

手紙の宿・苫屋

■畳のお部屋に男女別雑魚寝となります。布団はあります。

スケジュールや宿泊場所は予定です。変更になることもございます。ご了承ください。

旅行企画：ＮＰＯ法人 ベルダレルネーヨ /( 有 ) ネパリ・バザーロ
〒 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷 4-10-15
TEL:045-891-9939 FAX:045-893-8254 common@nbazaro.org

https://www.facebook.com/nbazaro

http://verda.bz

( 有 ) ネパリ・バザーロは、ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨと共に、ネパールの生

産者の作るハンディクラフトや食品の企画開発、継続輸入により、現地での就業の場の
拡大、収入向上を目指し、1992 年から活動しています。2011 年 3 月の東日本大震災以降、
被災地支援活動も続けています。陸前高田に製油工房を設置し、地元に伝わる椿油の製
造販売による地域復興を目指しています。2015 年 4 月のネパール大地震支援活動も、被
災した生産者やその関係者、養護施設などを中心にできうる限りの支援をしています。

旅行実施：キャストトラベルパートナー（旅行業宮城県知事登録 3-317）

