








とうたに

東谷組合長と一緒に
ゆずを収穫しませんか !

11月27日(土)

11月28日(日)

12:00~13:00

12:00~13:00

安田川アユおどる清流キャンプ場（安芸郡安田町大字船倉 500）

あり

大人 3,000 円 /  小学生以下 1,500 円

5 組（１組４人まで）（最少催行：1 組）

開催日の 5 日前まで

日　時

案内人

美味しいステーキの焼き方を教えます。

快適生活研究家・田中ケンの
オージー・ビーフ BBQ 講座

田中  ケン

「安田川アユおどる清流キャンプ場」を管理・運営する快適生活研究家田中ケンが、ぶ厚いス

テーキ肉の美味しい焼き方を伝授します！キャンプの醍醐味といえば、やっぱりBBQ!その

中でも主役となるステーキを美味しくいただく驚きのヒントがたくさん聞けちゃいます。

使う道具はもちろんコールマンのホワイトガソリンツーバーナー。自身で焼いたオージー

ビーフのステーキにサラダ、キャンベルスープのランチをお楽しみください。

快適生活研究家。モデルとして活躍後、アウト

ドアの世界に魅了され、様々な活動に参加。雑

誌、TV「極上、三ツ星キャンプ」、ラジオなどの

メディア媒体で幅広く活動しています。

案内人

酢みかん？酢みかん！酢みかん !!!　

香酸柑橘（酢みかん）から学ぶ
 -中芸の食文化②-

百田  美知

香酸柑橘という言葉を聞いたことがありますか？酢みかんと呼ばれ「実」を食べるの

ではなく、「果汁」の酸味を「酢」の代用として活用したり、「果皮」の香りを楽しむ柑橘

のことです。今回は、中芸にある香酸柑橘を一同に並べ、どんな種類があるのかを学び

ながら、中芸の「きき香酸柑橘」を楽しみましょう！もしかしたら自分だけのお気に入

り中芸ブレンドが誕生するかも…⁈

※06のプログラムと同じ案内人です。

※08のプログラムと同じ案内人です。

寒い日がありますので上着をお持ちください。ゆず畑での
作業がありますので、運動靴または長靴でお越しください。

＊1　高知龍馬空港から馬路村までの無料送迎バスがありますので、
         ご利用の方は25日10:00までに空港にお越しください。
＊2　自家用車でお越しの方は12:00までに馬路温泉にお越しください。
＊3　自家用車でお越しの方はここで自由解散となります。
＊4　25日に送迎バスでお越しの皆様は12:00着予定で空港までお送りいたします。

会　場

駐車場

参加費

定　員

締　切

11月25日(木)～26日(金) 11：30～

11：30

12：00

11月25日（木）

11月26日（金）
うまじ温泉（安芸郡馬路村 3564-1）

あり（約 10 台）

大人１名 / 20,000円 （宿泊代、食事代（昼・夕・朝）を含む）

18歳以上（高校生不可）

14 組（約 20 人）/（最少催行：1 名）

10 月 25 日　17 時まで

飲み物、フェイスタオル、雨天はカッパ

うまじ温泉にて受付開始

昼食

13：00 プログラムの説明～

収穫体験スタート

15：00 休憩

16：30 ゆず絞り体験

17：30 体験終了

18：30 夕食（温泉にて交流会）

20：30 終了

8：00 朝食

自由解散

日　時

集合場所

駐車場

参加費

年齢制限

定　員

締　切

持ち物

備　考

馬路村で 1 泊 2 日ゆず満喫

11月に馬路村で、香りのよいゆずを収穫して、畑でゆずの手絞り体験

をします。馬路村のゆずの歴史や調理方法を組合長と話しながら学

び、夜はうまじ温泉で組合長と一緒に食事を楽しみましょう。また、う

まじ温泉でゆっくりとした時間を過ごすことができます！

昼・夕・朝

食事付き

案内人

とうたに もちふみ

馬路村農協  東谷  望史

申込み・問合せ先

申込み・問合せ先 (日本遺産協議会)

日　時

今だから家族みんなで見たい、映画「森聞き」

森の中の映画館で、
林業の世界をのぞこう！

かつて林業で栄えた中芸地区。その森の中にある小さな映画館で、森と生きるこ

とをテーマにした映画を鑑賞します。映画「森聞き」…2011年公開のドキュメン

タリー映画。4人の高校生が森の名人たちに聞き書きをし、人生について考える。

綱一本で杉の大木に上り種を採集する７６歳のおじいちゃん。小学生のころから

焼き畑を続けてきた85歳のおばあちゃん…年老いた名人たちの言葉に、今まさ

に人生の岐路に立つ高校生たちの魂は、ゆっくりと、しかし確実に揺さぶられて

いく。「あなたの心の森の声はどこ？」

日　時

案内人

林業女子会＠高知
森や木、林業が好きな女性が集まる会。女性

目線で高知の森や林業の魅力発信、交流活動

をしています。

入館の際は手指消毒、マスク着用をお願いします。感染
症対策のため席の間隔を空けてお座りいただきます。

11月23日(火/祝) ～ 28日（日） ①13:00～   ②19:00～

大心劇場（安芸郡安田町内京坊 992-１）

あり（約 20 台）

大人 1,800 円  /  小学生 1,000 円、中高生 1,300 円

会　場

駐車場

参加費

問合せ先

田野町の民間信仰から
元気をもらおう！

田野のお大師講体験

大師講は毎月21日の弘法大師の月命日に田野町で古くから行わ

れている民俗信仰の講です。昔は各部落で当番制で行われていた

ようですが、現在はこの大師講しか残っていません。念仏を唱え

ながら大きな数珠を回す数珠繰りは圧巻です。その後は楽しくお

年寄りたちが世間話をする会食があります。貴重な数珠繰り体験

と田舎寿司を食べながらお年寄りの昔話を聞いてみませんか。

案内人 島﨑　嘉子
昭和4年7月20日生まれ、田野町出身。平成4年から西福寺

跡の管理を受け継ぎ、大師講の世話役を続けています。

高齢者がほとんどのため感染対策
の徹底と当日に発熱、喉の痛み等あ
る場合は参加をお控えください。

11月21日(日) 10:00~13:00

田野町西福寺跡（高知県安芸郡田野町 2851）

西福寺前に 2 台、八幡宮内に 3 台

大人 1,000 円  /  中学生以下 500 円

10 名（最少催行：3 名）

11 月 19 日 ( 金 )　17 時まで

会　場

駐車場

参加費

定　員

締　切

備　考

※送迎が必要な方はお申込みの際にご連絡ください。

（C）プロダクション・エイシア

23日昼の部、28日昼の部のみ、林業女子によるトークライブあり

筆記用具、マスク、エプロン、三角巾、手
拭き、飲み物、試食持ち帰り用の入れ物

＊2 ケガ防止のため、サンダルではなく、
　　 靴を履いてきてください。髪の長い方
　　 は衛生的な観点から結んでください。

11月20日(土) 13:30~15:30 ※オンライン同時開催

オンライン参加は「さばのゆ」
での受付になります。

・事前に柑橘をいくつか発送致します。

・参加料金の詳細はサイトにてご確認ください。

長山交流センター（安芸郡北川村長山 595-1）

あり（約 20 台）

3,000 円 

小学校高学年以上

20 名（最少催行：5 名）

11 月 12 日 ( 金 )　17 時まで

日　時

会　場

駐車場

参加費

年齢制限

定　員

締　切

持ち物

備　考

案内人

178年前、ご先祖が植えた杉林を見に行こう！

天保 13 年の土佐藩植林地踏査行

中村  茂生

魚梁瀬杉で有名な中芸山間部の森林は、古くから高知に富をもたらしてきました。江戸時代土

佐藩は、この森林を、伐採の制限や植林により、資源としてしっかり管理していました。明治か

ら昭和にかけて行われた、それまでにない大規模な伐採を免れ、その土佐藩時代の植林が今で

もわずかに残っています。旧藩造林と呼ばれ、日本遺産構成文化財のひとつにもなっている

178年前の人工林を馬路村朝日出地区に見に行きます。天然林ではなく、昔の人の手がはいっ

ているからこその感慨がえられるはず。目的地までかなり過酷な道のりをご覚悟ください。

高知大学非常勤講師、NPO法人地

域文化計画理事を勤めています。

軍手、飲み物、虫除けスプレーなど防虫対策品

山道を往復5時間程度歩きます。集合場所から歩き始めの
場所までは各自の車（軽自動車が望ましい）で移動します。

11月24日(水) 9:30~16:00

まかいちょって家（安芸郡馬路村馬路 382-1）

あり（約６台）

大人 5,000 円

中学生以上 

6 名（最少催行：2 名）

11 月 17 日 ( 水 )　17 時まで

日　時

集合場所

駐車場

参加費

年齢制限

定　員

締　切

持ち物

備　考

【参加特典】
収穫したゆず玉、搾ったゆず酢
お土産（ゆず製品）

【参加特典】
GABAN Outdoor Herb Spice１缶（各1グループ）

ランチ

付き

16
馬路村

17
安田町

13
田野町

15
馬路村

14
安田町

12
北川村

お弁当

お茶付き

お弁当

付き

雨天時は
ゆず収穫のみ
メニュー変更

＊1,＊2

＊3,＊4

たなか

ももた みち

しまざき よしこ

なかむら しげお

(大心劇場)
07 08

協力：オージー・ビーフ (MLA 豪州食肉家畜生産者事業団 )、
　　　キャンベルジャパン（株）、コールマンジャパン（株）

0887-38-7062

申込み・問合せ先 (日本遺産協議会)

0887-30-1865

yuzurintetsu@mk.pikara.ne.jp

申込み・問合せ先 

yuzufes.momota21@gmail.com

オンライン申込み先

雨天中止
中止の場合は前日にお電話いたします。

0120-559-659

umaji@yuzu.or.jp

雨天中止
中止の場合は前日にお電話いたします。

0887-30-1865

yuzurintetsu@mk.pikara.ne.jp

申込み・問合せ先 (日本遺産協議会)

0887-30-1865

yuzurintetsu@mk.pikara.ne.jp

※子供料金に関しては
    現地にてご確認ください。

各 40 名（最少催行：1 名）

予約不要。当日受付。前売り券なし。

定　員

申込み

備　考

オンライン
同時開催 ＊1

＊1

詳細はこちら
https://sabanoyu.oyucafe.net/

１日２回  「森聞き」 上映

＊1   要インターネット環境




