「食と農と地域のコミュニケーションをサポート」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
当企画のお申込み時に
ご一読下さい
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１． 当該企画の参加対象者は、JA 広島市管内在住の「幼児（幼稚園・保育園）
・小学生」
（以下、子ども）とそ
の保護者[中学生以上]・教職員（以下、大人）で、下記の団体（グループ）に限ります。
① 小学校・幼稚園・保育園（２０名以上）
② 親子で構成されているグループ・団体（２０名以上）
（例）子ども会、親子グループ（申込されたＪＡ広島市支店管内に在住の参加者で構成）など
＊②の参加者で「子どものみ」「大人 のみ」の参加は出来ません。原 則 『親 子 』 で の 参 加 が
対象となります。
２．当該企画の参加料は一律「子ども 1,800 円・大人 2,800 円」で、貸切バス代・昼食代・体験料・
旅行傷害保険等を含みます。※当企画は、JA バンクから助成金を受けています。
※乳幼児の参加について…体験ができない乳幼児のお子様にも、旅行傷害保険は付保となりますの
で、保険代金１２０円は実費かかります。
３．当企画の同一団体による申し出（参加）は、年度内１回のみとさせていただきます。
４．食農教育プランのコース（行程）変更はできません。また、バス周回による参加者の乗降はできま
せん。（同一場所での集合・解散） ＊添乗員・バスガイドは同行致しません。
５．行程・時間帯は目安で、天候・交通機関などの都合により変更になる場合があります。
６．当企画は年度途中であっても終了となる場合がございます。
７．実施終了後、
「体験毎の写真」
「アンケート」を必ず申込支店は期日中に提出ください。（写真原本
の返却は出来かねますのでご了承ください。
）
８・参加された日帰り企画以外にも、当組合「食農教育プラン」のご案内をさせていただく場合がござ
います。
申込時の留意点
・ご希望の実施日の２か月前までに、所定の申込書に必要事項を記入・捺印後、お近くの JA 広島市
各支店までお申込み下さい。（電話・又は FAX での予約はお受けできません）※仮押さえも不可。
・ご希望日に実施できない場合がありますので、第２希望日までご記入ください。
・申し出後、支店より「手配完了の回答」があった後、周知・勧誘いただきますようお願いします。
（回答は、申込書受領後２～４日以内にご連絡いたします．
）
・手配完了の回答後、所定の「参加者名簿用紙」
「食農体験アンケート」をお渡しいたします。
取消料について
・当日キャンセルについては、材料費・昼食代・旅行傷害保険料は全額お支払いただきます。
・人員変更は、営業時間内にお申し付けください。（営業時間：平日 8:30～17:10／土日祝日休）

※ご不明な点がございましたら、支店窓口 又は 地域ふれあい課までお問い合わせください。

お申込みの流れ
Ｓｔｅｐ１

Ｓｔｅｐ2

＜申込＞
①出発希望の２ケ月前までに
所定の「食農プラン」申込
②ＪＡ広島市最寄支店へ提出
③ＪＡより予約完了の連絡(回答)

Ｓｔｅｐ３

＜出発前＞
①出発日の２０日前に参加人数の内
訳を申込支店に報告
②出発日の１０日前にバス乗車希望
場所・時間の報告、参加者名簿の
提出

＜実施後＞
①実施日翌日に申込支店へ当
日人数の報告
②体験ごとの活動写真、アンケ
ートを申込支店へ提出（２週
間以内に）
③ご利用代金を申込支店へ。ご
請求後１週間以内にお支払下
さい。

Ｓｔｅｐ１
申込時
出発の２ヶ月前までに、所定の「食農教育プラン」
（
「親子」日帰り食農体験企画）申込書に必要事項を記入,捺印
後、お近くの JA 広島市最寄支店までお申込み下さい。（※電話又は FAX での予約はできません）
・ 希望される利用日に実施できない場合がありますので第２希望日までご記入下さい。申出後、支
店から「手配完了の回答」があった後、周知・勧誘いただきますようお願いします。
＊企画によっては、手配の回答が遅れる場合がありますのでご了承下さい。

Ｓｔｅｐ２
出発前
（1） 出発日の 20 日前に「子ども・大人」の人数内訳を申込支店までお電話下さい。
※ 必要に応じて人員減によるバスの減車（申込時 2 台の場合）や 車種変更（定員：大型 45 名・
中型 27 名…）等をさせていただく場合がございます。
（2） 出発日の 10 日前に ①「バス乗車希望場所」の地図コピー②バス乗車時間③参加者名簿（氏名・連
絡先記載）の提出をお願いします。
（旅行傷害共済が付保されます）
※バスの車種の大きさを考慮し、バス乗車場所を指定下さい。
（中型バスは路線バスより一回り大きい）

Ｓｔｅｐ３
実施後
・ 実施日の翌日（ＪＡ営業日） に当日の人員を申込支店へお知らせ下さい（確認の為）
。
・ 実施終了後、団体代表者は ①体験毎の活動写真を１枚ずつ ②アンケートを２週間以内にお近くの JA 広
島市各支店までお願いします。※表紙裏面、主な留意事項を参照下さい。
（写真はJA 広島市の広報資料として使用する場合がございます。写真は写られている方に対しその旨を説明いただ
いたうえで、写真を提出いただきますようお願いします）
・ 実施後、１週間以内に参加料をお支払いください。＜実施後、請求書を送付いたします。＞
・ ＪＡ広島市が企画・実施する「親子食農教室」開催のご案内をお渡しいたします。

お申込み
ＪＡ広島市
ＪＡ広島市 最寄りの支店

お問合わせ

JA 広島市生活事業部地域ふれあい課
広島市安佐南区中筋３－２６－１６ ℡０８２－８７０－3511

＜企画内容・行程＞
■設定期間

＜ポイント＞

平成２９年６月～平成３０年３月（月曜は除く）

＜バターづくり体験＞
牛乳加工場では、牛乳になるまでの製造過程と

■参 加 費

子供１，８００円

大人２，８００円(お一人様)

生乳から作る「バターづくり」を体験できます

(※子供料金は、園児・小学生です。中学生以上は大人料金となります。)

＜こんにゃく手作り体験＞又は＜森のお菓子作り＞

■設定人員

湯来の特産「こんにゃく」の手作り体験又は

４０名（最少人員 20 名）※最大受入人員 70 名

「森のお菓子作り」（バームクーヘン）を選択してく
ださい。※申込と同時に申し出下さい

■申込締切日 別紙[申込み留意点]をご参照下さい。
ＪＡ広島市管内

→ → 砂谷：酪農体験＜牛の乳搾、バター作り＞

8:30～9:00

10:00

11:00

→ 水内＜①こんにゃく又は②森のお菓子作り体験＞※選択可能
11:30（食事） ※①②とも所要時間 120～140 分

→ →

ＪＡ広島市管内

16:00～16:30 頃

注 1）「乳搾り体験」は、乳牛の体調等により
当日実施できない場合がございます。

15:00

注 2）当日お持ちいただくもの

※昼食内容
ﾊﾟﾝｹｰｷ･ﾊﾞｰｶﾞｰ･砂谷牛乳

(注)申込時に体験コースを選択してください。
「蒟蒻体験」又は「森の菓子体験」
※天候や現地施設の行事等により、行程が変更となる場合がございます。

＜企画内容・行程＞
■設定期間

[その他留意点]

（エプロン、三角巾、マスク）

広島市内～佐伯区（砂谷地区）まで約 40 分
広島市内～佐伯区（水内地区）まで約 60 分

＜ポイント＞

平成２9 年 7 月上旬～平成２９年１０月(第三火曜除く)

＜そば打ち体験＞
～今日からあなたも、そば打ち名人！～

■参 加 費

子供１，８００円

大人２，８００円(お一人様)

(※子供料金は、園児・小学生です。中学生以上は大人料金となります。)

■設定人員

４０名（最少人員 20 名）

＜どんぐり農園での新鮮野菜と果実狩り＞
７月上旬 ⇒
８月下旬 ⇒

■申込締切日 別紙[申込み留意点]をご参照下さい。
ＪＡ広島市管内

→ → 北広島町：どんぐり村《そば打ち体験》→

10:00

11:00

豊平産のそば粉を使用し、豊平流そば打ち体験
し、実際に打ったそばを昼食として召し上がります。
（そば打ち時間：約 90 分）

（食事）

13:30

１０月下旬 [トマト食べ放題]
９月下旬 [ぶどう食べ放題]

※食べ放題は 40 分限定。収穫体験の種類は申込時に指定下さい。
※８月下旬から「ぶどう狩り」となっておりますが、天候などの
影響で育ち具合・熟れ具合によっては「トマト狩り」となります。
時期のものですので、ご了承ください。
※3 歳以上は有料です。体験されない幼児の方も、野菜・果実狩
りの代金は、請求させていただきます。
（トマト狩 300 円、ぶどう狩７００円）

※種別は、申込時に指定ください（時期が重複した場合に限る）

→ → どんぐり農園《新鮮野菜又は果実狩り体験：食べ放題》→
14:00

→ →

ＪＡ広島市管内

16:00～16:30 頃

15:00
※昼食内容
そば･むすび２個

※天候や現地施設の行事等により、行程が変更となる場合がございます。

[その他留意点]
注 1）そばアレルギーの方は、当該企画へのご参加
はご遠慮下さい。
注 2）当日お持ちいただくもの
（エプロン、三角巾、上靴、レジ袋）
広島市内～豊平どんぐり村 約 60 分

＜企画内容・行程＞
■設定期間

＜ポイント＞

平成 29 年 7 月 22 日（土）29 日（土）
8 月 19 日（土）
・26 日（土）
【日にち限定】

＜豆腐作り体験＞
JA 広島市の生活指導員が大豆から豆腐が出来るまで
の手順を手ほどきします！！
出来上がった豆腐をその場で試食します。

■参 加 費

子供１，８００円

大人２，８００円(お一人様)

(※子供料金は、園児・小学生です。中学生以上は大人料金となります。)

■設定人員

最大 40 名（最少人員 20 名）

終了後、レシピをお渡しするのでご家庭でもチャレン
ジ下さい！！
■エプロン、三角巾、手拭タオルはご持参下さい。
■弁当ガラはお持ち帰り下さい。

■申込締切日 別紙[申込み留意点]をご参照下さい。
＜とれたて元気市＞
■豆腐作りは JA 広島市の生活指導員が手ほどきします。

ＪＡ広島市管内 →→ 豆腐作り体験（JA 広島市の支店調理室） →→
9:30～10:00 10:30/体験・試食・昼食はお弁当をご準備します/1230

ＪＡ交流ひろば「とれたて元気市」は、広島県内のと
れたての農畜産物や加工品を販売するＪＡ全農ひろ
しま直営の農畜産物販売所です。
旬の野菜や果物をはじめ、漬物・ジャムなどの加工品、
そして鮮やかな季節の花々が店内に並んでおり、それ

→→→ とれたて元気市 →→→→ ＪＡ広島市管内

ぞれの商品には生産者の名前が表示されています。

※天候や現地施設の行事等により、行程が変更となる場合がございます。
13:00/見学・買物/13:50
14:20～15:20

＜企画内容・行程＞

＜ポイント＞

■設定期間

平成 29 年４月～平成 30 年 3 月上旬

＜きのこセンター＞

■参 加 費

子供１，８００円

幻のキノコと呼ばれ〝見かけた人が舞い上がって喜ぶ

まいたけはサルノコシカケ科のキノコで、かつては

大人２，８００円(お一人様)

(※子供料金は、園児・小学生です。中学生以上は大人料金となります。)

■設定人員
４０名（最少人員 20 名）※マイクロバス利用となります。
■申込締切日 別紙[申込み留意点]をご参照下さい。

〟ことからこの名がつけられと言われます。
最近では人工栽培によって、手に入り易くなりまし
た。きのこセンターでは自然水を使い、ひとつひとつ
丁寧に無農薬で栽培しています。

ＪＡ広島市管内→ 広島 IC → 河内 IC → 東広島 きのこセンター
9:10

9:50

10:00/10:40

＜農家レストラン西野／お弁当＞
テレビ番組『人生の楽園』でも紹介されたおばあちゃ

≪まいたけ収穫体験 4 株≫ →道の駅たけはら →バンブージョイラン
11:10/11:30

11:45/弁当/14:00

んの田舎料理のお店。
お客様の健康のために次の 3 つこだわっています。
①自家製有機野菜・魚は瀬戸内の天然物を使用

ド≪芝生広場≫→河内 IC→ 広島 IC→ＪＡ広島市管内
14:30

15:10

15:30～16:00 頃
※天候や現地施設の行事等により行程が変更となる場合がございます。

②旬の食材を 100％手作りでご提供。
③誰もが懐かしい温かな家庭の味をおばぁちゃん達
が笑顔で手作りしています。

バンブージョイランドの案内

[その他留意点]
注 1）当日、お持ちいただくもの

・芝すべりのソリは設置されています。

レジャーシート

・雨天の場合は、広場のステージ（屋根があります）での昼食となります。

注 2）弁当ガラは持ち帰りをお願いします。

（バス車内でも可）

お弁当を食べたり、ボール遊びやﾊﾞ
ﾄﾐﾝﾄﾝなど広々と遊べます。

