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῍ẝẬộẲềấỜỂểạắằẟộẴ῍
żƸƹƨƚƷྰኰʼŽ ѣྰ žǢȸȈƳ᧓ſ

                     

žǑƒ᳸ƬƱᲛſ
žƑƌƬᲛſ
ȷȷȷٻƖƳԧኡƴᐯဌƴᇿǛឥǒƤŴȀǤȊȟȃǯƳ˺ԼǛ˺ƬƯƍ
ǔƷƸŴᑸᘐܼƍƷѣྰŵҜࢸƷȗȭǰȩȠƷɟƭƱƠƯŴᲮஉƔǒӕǓኵǜưƍǔž፦ᘐſưƸŴ
ׅǍ᫊ƴዋƷφǛƭƚƯƸŴಏƠƘƴƗǍƔƳ᧓ǛᢅƝƠƯƍǇƢŵஇᡈƸݲƠƣƭȡȳȐȸƷ
ᨼɶщǋɥƕǓŴᇿƷᢃƼǍᑥ̅ƍƳƲŴƦƷʴǒƠƞƕዋƴᘙǕǔǑƏƴƳƬƯƖǇƠƨŵ
ʻ࠰ǋɟഩɟഩბܱƴŴǈǜƳư˺ƬƨϽƷǑƏƴŴǏƏǏƏƱǍƬƯƍƖǇƠǐƏƶᲛᲛ
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ƋƚǇƠƯƓǊưƱƏƝƟƍǇƢ
ஜ࠰ǋǑǖƠƘƓᫍƍƍƨƠǇƢ

ᅈ˟ᅦᅍඥʴƓƓƧǒ˟ྸʙᧈ ᙱҾᨺഏᢹ

2006 ࠰ƷƓദஉǛǉƔƑǇƠƨŵႏŷಮŴ࣎ᆤǍƔƴૼ࠰ǛƓᡇƑưƠǐƏƔŵƍƭǋ࢘ඥ
ʴƷʙಅƷਖ਼ᡶƷƨǊƴŴƓŴԼཋŴ᧓ŴൢਤƪŴሁŷŴಮŷƳ࢟ưࣖੲǛɦƞǓஜ࢘ƴ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵʻ࠰ǋ˴ƱƧǑǖƠƘƓᫍƍဎƠɥƛǇƢŵ
ƞƯŴᅶƨƪǛӕǓࠇƘᅈ˟ႎƳؾƸٻƖƘ҄٭ƠƭƭƋǓǇƢŵཎƴٻᬳƗǛƠƯǹǿ
ȸȈƠƨžૅੲᝲૅዅСࡇſƕŴǘƣƔᲬ࠰ưఌஜႎƴᙸႺƞǕŴૼƠƍžᨦܹᎍᐯᇌૅੲඥſ
ƷɦưƷʙಅƕᲮஉƔǒǹǿȸȈƠǇƢŵ
ƜƷƜƱưŴʻƱᚕǘǕƦƏưƢƕŴˌɦƷᲭໜǛਦઇƠƯƓƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

Ĭ žᨦƕƍƷƍʴǄƲᝲဇਃƕٶƘƳǔſƜƱƕኛࢽưƖǇƤǜŵ 
 ႏಮƝ১ჷƷǑƏƴŴ̅ƬƨǵȸȓǹƷƴࣖơƯᝲဇਃƕ൭ǊǒǕǔСࡇƴƳǓǇƢŵ
ᨦƕƍƷƍʴƨƪǄƲŴဃƖƯƍƘƨǊƴ࣏ᙲƳǵȸȓǹƕٶƘƳǓǇƢƷưŴƦƷᝲဇ
ਃǋفьƢǔƱƍƏƜƱưƢŵ äᎋƑƯǈǕƹŴᨦƕƍƷƍʴǄƲ࣏ᙲƳǵȸȓǹƷƕ
فƑǔƷƸ࢘ưƢŵƜǕƸŴᨦƕƍƷƍʴǄƲបඑǛƠƯƍǔƔǒưƸƋǓǇƤǜŵᨦƕ
ƍƷƍʴǄƲž୍ᡫƷǒƠſǛƢǔƷƴٶƘƷૅੲƕ࣏ᙲƳƷưƢŵǵȸȓǹƕƍƱ୍
ᡫƷǒƠƕưƖƳƍƷưƢŵƜǕƸŴȞǤȊǹཞ७ǛǼȭƴᡈƮƚǔƨǊƷᝲဇƳƷưƢŵ
ƜǕƸஜஹᆋưǇƔƳƏǂƖǋƷƩƱ࣬ƑƯƳǓǇƤǜŵ

ĭ ؏עƷᅈ˟เƱƠƯƷᚨƕŴܭܤႎƴᢃփЈஹƳƘƳǔƜƱƕኛࢽưƖǇƤǜŵ
 МဇᎍƷႏƞǜƷМဇƴࣖơƯᚨƷӓλƕൿǇƬƯƘǔƜƱƴƳǓǇƢƷưŴᚨƷஉ
ƷӓλƕɟܭƠƳƘƳǓǇƢŵ˳ᛦǛƘƣƞǕƨǓŴဇưЈࠗưƖƳƍƱƖǋƋǔƜƱƱ࣬
ƍǇƢŵܭՃɟƷМဇᎍƷ૾ŷƕŴμՃ˞ǇƣƴଐЈࠗƠƯɦƞǔƜƱƸྵܱႎƴƸɧӧ
ᏡưƢŵᲮஉƔǒƸŴഎࠗᎍƕفƑǔƱƦǕƩƚᚨƷӓλƸถݲƠŴኺփႎƴƸٻƖƳȀȡ
ȸǸǛӖƚǔƜƱƕʖेƞǕǇƢŵ äžܭՃٳƷМဇᎍƷȪǹȈǛဇॖƠƯഎࠗᎍƕЈƨئ
ӳƸႺƙƴᡲዂƠƯஹǋǒƬƨǒᑣƍſƱƔŴ
žᎰՃǛ᩼ࠝѮᎰՃƴƢǕƹᑣƍſƱƔŴᚕǘǕ
ƯƍǇƢŵưǋŴܭՃٳƷȪǹȈƴ᠍ƤǒǕƨ૾ƕŴЈࠗưƖƨǓЈஹƳƔƬƨǓưᓳƪბƍ
ƨǒƠƕưƖǔƷưƠǐƏƔŵ࢘ʙᎍƷǒƠǛᚨኺփƷܤμࡰƷಮƴ̅ƬƯᑣƍƷưƠ
ǐƏƔŵǇƨŴܭܤƠƨݼіƕ̬ᨦưƖƳƍᎰئƴŴᑣƍᎰՃƕ൨Ƙߡߊࠇࠆߢߒࠂ߁߆ޕ

Į ૅੲᝲૅዅСࡇƸƬƯƍƨȋȸǺǛ᫋҄נƞƤƯƘǕǇƠƨŵ
 ૅੲᝲૅዅСࡇƸŴҽіႾƕᎋƑƯƍƨˌɥƴٶƘƷМဇƕƋǓŴʖेǛឬƑǔ᫇ƕ࠰᧓
200 ΕόƔǒ 300 ΕόŴƋǔƍƸƦǕˌɥƴƳƬƨƱᚕǘǕŴСࡇዒዓƕᩊƠƘƳƬƨƱᚕǘ
ǕƯƍǇƢŵƜǕƸŴਜ਼ፗСࡇƷɦưॸǛƠƯƍƨǵȸȓǹМဇƕ୍ᡫƴưƖǔǑƏƴƳƬ
ƨƓƔƛƩƱ࣬ƍǇƢŵƜƷᝲဇفьƷƨǊƴСࡇƷዒዓƕЈஹƳƍƱᚕƏƷưƢŵஜ࢘ƴƦ
ƏƳǜưƠǐƏƔŵ ä˟ưƸŴδᇜ࢘ƷૅዅርǛਘٻƠŴ࠰ӓ 850 ɢόǇưƷܼࡊƴ
ૅዅƢǔʙǛ౨᚛ƞǕƯƍǇƢŵƦƷƨǊƴૼƨƴᆋเǛᄩ̬ƠƯŴ2000 ૠႊΕόƷƓǛ
ЈƠǑƏƱƞǕƯƍǇƢŵ༾૾ưƸ 200 ΕưƩǊƱᚕƍŴ༾૾ưƸ 2000 ΕǛЈƠǇƠǐƏƱ
ᚕƬƯƍǇƢŵƜǕƸƍƬƨƍƲƏᎋƑƨǒᑣƍƷưƠǐƏƔŵ
ӈƠƍؾƷɶưǋŴૼƠƍɟഩǛ៊ǈЈƠƯᘍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
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ߡ߅ࠅ⃰㧒ߡߔ߈⃰ ຠዷ␜ળ
㘩⨥ᚱ߁߲ࠡࡖ 
                            



 
ࠞ࠲ࡦ̖ࡦ࠻ࡦ࠻ޔシᔟߥ࠭ࡓߢᯏ❱ߩ㖸߇㗀ߊ
ߡ߅ࠅߩᬺቶߪߢߎߎޕ㧝㧟ੱߩኅ(↪⠪)ߚߜ߇ޔ
Ფᣣߡ߅ࠅߩᏓࠍ❱ߞߡ߹ߔߩ♻ࠆࠎߐߊߚޕਛ߆
ࠄᔃߦᗵߓߚ⦡ࠍ❱ࠅㄟࠎߛߘߩᏓߪ⥄ޔಽࠍߔࠆ
ߎߣߩᭉߒߐޔ㔍ߒߐޔ༑߮߇❱ࠅ㊀ߥߞߚߦ⺕ߩઁޔ
߽⌀ૃߩߢ߈ߥ⇇ߦ߭ߣߟߩຠߣߥࠅ߹ߔޕ
  ߘࠎߥຠߚߜࠍ㓸ߚዷ␜ળ̌ᔃߩ❱ࠅዷ̍߇ޔࠆ㧝㧝㧝ᣣ߆ࠄ㧞㧥ᣣߩ㧝ࡩ㑆ޔਃ㣔ᏒᣂᎹߦ
ࠆޟ㘩⨥ᚱ߁߲ࠡࡖߢޠ㐿ߐࠇ߹ߒߚ߽⑺ޕᷓ߹ࠆᤨᦼߣ߁ߎߣߢޔᏓߚߜ߽⦡ߣࠅߤࠅߩࡑ
ࡈ߿ߚߚ߆ߥ㔓࿐᳇ߩࡃ࠶ࠢߦߤߥߺࠆߋߧޔᄌりߒળ႐ߦਗ߮߹ߒߚޕᄌりߐߖߡߊࠇߚߩߪࡏޔ
ࡦ࠹ࠖࠕߐࠎߚߜ̖ᄙߊߩੱߚߜߩᚻߢᡰ߃ࠄࠇߡࠆߩ߽ߡ߅ࠅ⃰ߩ․ᓽߢߔޕ
ߡ߅ࠅ⃰ߣߒߡߪ㧠ᐕ⋡ߣߥࠆ̌߁߲̍ߢߩዷ␜ળޕળ႐⸳༡߽ᚻᘠࠇߚ߽ߩߢ߽ࡃࡦࡔߩ⃰ࠅ߅ߡޔ
 ⥄ಽߩຠߦᗲᖱࠍㄟߡ߭ߣߟ߭ߣߟਗߴߡ߈߹ߒߚߩ߲߁ޕᐫຬߐࠎߦ߽ޟᐕޔޘຠ߇ࠃߊߥߞߡ
ߊߨޔࠇࠊ⸒ߣޠᄙߊߩ߅ቴߐࠎ߇⿷ࠍᱛߡߊࠇ߹ߒߚޕ㘩⨥ᚱ߁߲ߪ᧙ޔᨋᄢቇ∛㒮ߩ⌀ะ߆ߦ
ࠆߩߢࡦ࠴࠲ࠗࡓߦߪ߅ቴߐࠎ߽ᄙߊࠆ߃ࠄ߽ߡࠇ⸅ߦࠅ߅ߡޔᯏળߣߥࠆߩߢߡߌߠߟ߽ࠄ߆ࠇߎޔ
߈ߚߣᕁߞߡ߹ߔڏ   ޕ㧟ߦ߽ޔᤐߩ࡚ࠪ࡞ߥߤࠍ㓸ߚዷ␜ળࠍ߁߲ߢ㐿੍ቯߢߔڏ

 ߪ߫ߚߌ߇ήนᬺᚲߛߞߚᤨઍ߆ࠄ߇ߥࠎߺޔ㑐ࠊࠆߎߣߩߢ߈ࠆߣߒߡᵴേߩゲߦߥߞߡߚߡ
ߔ߈ߩᬺߡߒ࡞ࠢࠗࠨࠍࠢ࠶ࡄ‐ޕࠆ⚕ߪޔ㐳ᐕߩ⎇ⓥࠍ㊀ߨߪߢޔฬೝଢ▐ࡐࠬ࠻ࠞ࠼ߣ
Ꮢ⽼ຠߦഠࠄߥຠ⾰ߦㄭߠߊ߹ߢߦߥࠅ߹ߒߚߢߺߐߪࠍࠢ࠶ࡄ‐ߪࠅߊߠ⚕ߩ߈ߔߡޕ㐿߈ޔ㕙ߦߪ
ࠄࠇߚࡆ࠾࡞ࠍߪ߇ߔߣߎࠈ߆ࠄߩࠇߙࠇߘޔᛛࠍᭂߚࠛࠠࠬࡄ࠻ߚߜ߇ᚻᬺߢⴕߥ߹ߔߡߒߘޕ
ᵴേ⃰ߡߔ߈⃰ߺࠎߥߩᔃ߇็߈ㄟ߹ࠇߡࠄࠇߚේᢱࠍᦨޔᓟߦᾫ✵ߩ⡯ੱ(↪⠪)ߚߜ߇ṯ߈ߍ߿ޔ
ߞߣ৻ᨎߩ⚕߇ߢ߈߇ࠆߩߢߔߚ߈ߢߡߒ߁ߎޕᚻࠅߩ⚕ߪޔᚻߦߣߞߚߣ߈ߦߧߊ߽ࠅ߇ߞ߬ᗵߓ
ࠄࠇ߹ߔ̖ޕ
ߘࠎߥߡߔ߈ߩ⇇ࠍ⍮ߞߡ߽ࠄߚ̖࿁ߪߓߡߣߥࠆߩ⃰߈ߔߡޔዷ␜ળ̌⚕ߣߩળ̍ߪߘࠎ
ߥᕁ߆ࠄડ↹ߐࠇ߹ߒߚࠍ߈ߔߡޕᵴ߆ߒߚ࠲ࡍࠬ࠻߿ഃ⚕ߢ߹ߤߥ࠼ࠚࠪࡊࡦޔຠൻߢ߈   
ߥ߆ߞߚ‛ߦ߽ᚢߒߡߞࠍ⚕ߡߚࠄ߽ߜߚ⑳ޔᭉߒ
ߣ߁ᗵⷡࠍࠊ߹ߒߚߦ࠼ࠚࠪࡊࡦޕ߆ࠅࠍߣ߽ߒ
ߡޟశߦㅘ߆ߔߣ߈ࠇߛߨߣޠᕁࠊߕᜉᚻࠍߒߚࠅޔഃ⚕
ߩߩߚભߺᤨ㑆ߦ⪭ߜ⪲ࠍ㓸ߦⴕߞߚࠅ̖ߡߔ߈⃰
ߩࡔࡦࡃߩ⋡߽̖ࠠࠠޕຠࠍ⽼ᄁߔࠆߣ߁ߛߌߢߥ
ߊߎ߁ߞߚ߆ߚߜߢߩ႐ࠍ߽ߟߎߣߢࡦࡔߩ⃰߈ߔߡޔ
ࡃ߽⥄ಽ⥄りߩߦኻߒ⥄ޔା߿߿ࠅ߇ࠍᜬߟߎߣ߇ߢ
߈ࠆߩߢߪߥ߆ߣᗵߓ߹ߒߚޕ
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はばたけ秋の旅行・那須コース〜10 月 12 日〜14 日→①グループ
10 月 26 日〜28 日→②グループ

「福島スパ＆リゾート」
・
「大阪ＵＦＪ＆くいだおれツアー」に続く今年度の最終企画、
「那須ツアー」に行って
きました！旅行は２グループの日程に分かれて予定を組み、参加者は紅葉の自然に触れ、牧場などでいろいろ
な体験をしてきました。
牧場の中で
広大な牧場を散策！

リラックス♪

☆釣りにも

今回の旅行のテーマは・・「レッツ・ゴー牧場！」

チャレンジだ！

那須高原は酪農の産地。数多くの牧場が点在しており、
またその中でもいろいろな体験や遊びができる所に目
をつけて「千本松牧場」と「南ヶ丘牧場」に行ってき
ました。
特に「南ヶ丘牧場」は、のどかな空気が流れる牧場
気分満点の所でした。散策組もゆったりとした時間の

無事に

中に身をまかせて敷地内を歩きました。Ａさんも牧場

釣れました！

内を一周して自然とふれあっている様子でした。
また、牧場内にはニジマス釣りやアイスづくり、バ
ターづくりなどの体験コースがそろっており、さらに
牧場の飼育体験というものまであり！いろいろな体験
にチャレンジしてきました。Ｂさんは「僕もやってみ
る。魚食べたい！」と当初の予定を変更して釣りにチ
ャレンジ！みんなが見守る中、細い竿でニジマスを２
匹釣り上げて満面の笑みを見せていました。もちろん、
釣った魚は早速塩焼きにして、焼きたてのアツアツを
食べていました。
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牧場体験、ウシとも

ウシにエサを

すぐに仲良しに♪

あげました！

アイスクリームづくりにはＣさんやＤさんがチャレンジ！

アイスづくりにも挑戦！

材料を容器に入れて、あとはハンドルをひたすら回します。

グルグルかき混ぜます！

Ｃさんも集中して念入りにかき混ぜていました。そして出来上がった
アイスの味は・・やっぱり「美味しい！」と歓声があがって
いました。
②グループは「牧場飼育体験」にチャレンジしました。持参
のジャージと長靴、首にはタオルを巻き農作業ルックスに身
を包み、いざ牛舎へ！

牛舎の中にはたくさんのウシがみん

なを待っていました。飼育係の方から説明を受けて手始めに
ウシの餌やりに挑戦！牧草が固められたシートをほどいて
ウシの目の前に運びます。最初は緊張気味だった E さんも
徐々にコツを覚えてきて後半は「お願いしまーす！」と大き
な声で餌を渡していました。
そして次はいよいよウシのブラシがけに挑戦！・・でも
最初はみんな強張った表情で誰も近づこうとしませんでし
た。そんな張り詰めかけた雰囲気の中、一人何も恐れずに
ウシに歩み寄っていったのがＦさんでした。仲の良い友達
のようにやさしくブラッシング、餌を食べていたウシも心
地よさに後ろを振り向いて「ありがとう！」と言っている
ようでした。その他ウマの餌やりなどもＦさんはとても親
しげな様子で接していました。
いろいろな体験を通してみんなの夢中な表情をたくさ
ん見ることができた牧場ツアー、またこういう機会をつく
っていきたいですね！
5

できあがるまでは
目が離せません！
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