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1. プログラム紹介 

 

とったど～！！自分で食べ物を得られた感動は、生きる活力を育てます 

海・山・川・田畑 それらがコンパクトにすべてそろっているのが対馬の特徴。 

本土の農業では、単一の作物を大規模に栽培するのが一般的ですが、対馬は違います。

一軒の農家が、コメを作り、多種多様な野菜を作り、山も持っていて、炭焼きやシイタ

ケ栽培を行い、蜂を飼い、船を持って漁に出ます。コンニャクや豆腐づくりだって、素

材の栽培から加工まで自前でできる。まさに、周りにある自然の恵みをいただく達人で

す。 

そんな達人たちと一緒に、自分で収穫し、自分で釣り、自分で採ってきた海の幸、山の

幸を、自分たちで調理して食べる。食卓に並ぶものは、みんな自分で調達したもの。自

分で食料を得た喜びと自信は、生きる活力を生み出します。そのような体験を、子ども

たちに体験させたい。そんな思いで企画しました。 

 

 

遊びの達人に弟子入りだ！海で、川で、山で、遊びの幅は無限大！！ 

収穫体験や釣り体験だけではなく、対馬の農家さん・漁師さんは、遊びの達人でもあり

ます。無人島に船で上陸！浜辺で生きもの探し！ビーチで BBQ！山でクワガタ探し！

川にどぼん！昔ながらのおやつ作りをしたり、炭焼きを体験したり…etc. 可能性は無

限大です。 

 

自分で決める。自立心を育みます。 

日程の中には、プログラムが決まっていない日があります。 

これから滞在する集落や、滞在する農家・漁師さんの田畑、山、船などを見学し、遊び

のイメージを膨らませます。その後、これから一緒に過ごすメンバーと受け入れてくれ

るお父さんお母さんを加えて、みんなで家族会議。あれをしたい！これをしたい！みん

なのアイディアを出し合って、プログラムを決めていきます。やらされる体験と、自ら

やると決めた体験、同じ体験でも学びの量、質は段違いです。 

 

子どもたちに「心の故郷」を 

受け入れてくれる農家さんや漁師さんは、自分の孫や子どものように、皆さんを出迎え

ます。短期間の滞在ですが、同じ屋根の下で同じ釜の飯を食ったメンバーは、家族も同

然。お父さんお母さんに教わりながら、いろんな体験をし、相談しながら食事を作り、

もちろん片付けもお手伝い。人の温かさに触れ、ホンモノの仲間に出会える、そんな旅

です。 
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2. コース紹介 

① 基本コース 

実施期間：4泊 5日 

対象年齢：小学校 1年生～中学校 3年生 子どもたちだけでの参加が前提です 

 

最も基本的なコースです。2・3 日目は子どもたちの想像力の赴くままにプログラムを

組み立て、たっぷり体験できます。様々な学年を MIX した仲間たちとキャンプをし、

一軒の農家民宿に滞在します。大きい子が小さな子をリードして、自然にチームワーク

が生まれますし、子どもたちだけでの参加ですので、自立心が養われます。 

 

 

② 里山暮らしコース 

実施期間：3泊 4日 

対象年齢：小学校 1年生～中学校 3年生 子どもたちだけでの参加が前提です 

 

築 120 年の古民家を舞台に、里山での暮らしを体験します。決まっているのは、ニワ

トリのお世話や薪を集めて風呂を焚くなど、朝夕の仕事だけ。日中何をして過ごすのか

は決まっていないため、周りの環境を見ながら、どこに行くのか、何をして遊ぶのか、

自分たちで決めていきます。自然と共に生きる暮らしの中で、自然の恵みとそのありが

たさを感じるとともに、生きる力を身につけていきます。 

 

 

③ 親子で体験コース 

実施期間：2泊 3日 

対象年齢：小学校 1年生～中学校 3年生の子どもとその親。 

     子ども３人＋親 1人、子ども 1人＋親２人、組み合わせは自由です。 

     （定員は、大人と子供を合わせたトータルの人数になります） 

 

初めての体験、移動の面も心配だし、子どもだけではちょっと。。。という方向けの親子

コースです。子どもが体験し、成長する様子を間近で見たいわ！子どもに体験させたい

と思わせて、実は私が体験したいの！という方にもピッタリ。子どもが体験している間

に、大人だけでの対馬観光もＯＫ。期間も 2泊 3日と短いので、まずは体験、という方

にはお勧めです 
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3. コース別の日程・募集定員・参加費 

 

コース 開催日程 発着地 定員 参加費 

基本コース 

B１ 
7/27（火）～ 

7/31（土） 
対馬 各 9名 48,000円 

B２ 
8/7（土）～ 

8/11（水） 

里山暮らしコース 

S１ 
7/24（土）～

7/27（火） 

対馬 各 9名 32,000円 S２ 
8/4（水）～

8/7（土） 

S３ 
8/14（土）～

8/17（火） 

親子で体験コース P１ 
7/22（木）～ 

7/24（土） 
対馬 各 9名 

親 29,800円 

子 25,000円 

 

【参加費に含まれるもの】 

●農林漁業体験民宿宿泊料（基本コース・親子コースのみ） 

●キャンプ宿泊費（基本コース・里山コースのみ） ●プログラム体験料 

●食費（初日の夕、中日の朝昼夕、最終日の朝） ●材料費 ●通信費 

●施設使用料 ●スタッフ人件費 ●事務局運営費 ●保険料 ●消費税 

 

※参加費には集合・解散場所までの交通費等は含まれません。 

 

 

4. 集合・解散場所 

 

今年度の島の達人入門塾は、参加者を対馬島民に限定させていただきます。そこで、和

多都美神社のある豊玉町仁位「神話の里自然公園」を集合・解散場所とさせていただき

ます。ここでスタッフと合流となりますので、集合場所までは、保護者の方に送迎をお

願い致します。 

また、最終日も神話の里自然公園まで、保護者の方にお迎えをお願い致します。 

 

【神話の里公園】 

〒817-1201 長崎県対馬市豊玉町仁位 51-1 
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5. スケジュール 

プログラムが決まっていない日がありますが、同じ農家民宿に泊まる仲間たちで話し

合って、自分たちでプログラムを作っていきます。 

 

〈基本コース〉 

１日目 14:00 対馬市豊玉町 神話の里自然公園 

島内参加者集合 

 オリエンテーション 

14:30 キャンプ場所まで移動 

15:30 宿泊準備 

自分が泊まるテントを立てます。 

16:00 夕食づくり 

これから一緒に過ごす仲間たちと囲む、初めての食事です。 

準備から片付けまで、すべて自分たちで行います。 

18:30 ナイトウォーク 

夜の森へ・・・対馬の自然を体感します。 

21:30 就寝 

2日目 6:30 起床・朝食づくり 

9:00 ネイチャーゲーム 

田んぼ・川・海など…周囲の環境をフル活用し、自然の中でめ

いっぱい遊びます！ 

12:00 昼食 

13:00 民泊先へ移動 

14:00 里山探検 

受け入れてくれる家族とともに、集落内を探検します。どんな

遊びができそうか、イメージを膨らませます。 

15:30 作戦会議 

「やりたいこと」をみんなで出し合って、翌日からのプログラ

ムや食事のメニューなどを決めていきます。 

17:00 夕食づくり 

受け入れ家庭のお母さんに教わりながら、食事作りに挑戦！ 

18:00 夕食 

３日目 

４日目 

プログラムは決まっていません。 

子供たちが話し合って、自由に組み立てます。 

５日目 適宜 起床・朝食 
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この日の朝食がみんなで食べる最後の朝食です。 

朝食後、後片付け・荷づくり・掃除を行います。 

9:00 ふりかえり 

4日間過ごした農家民宿にて、体験を振り返ります。 

12:00 対馬市豊玉町 神話の里自然公園 

解散 

 

 

〈里山コース〉 

１日目 14:00 対馬市豊玉町 神話の里自然公園 

島内参加者集合 

 オリエンテーション 

14:30 滞在する集落まで移動 

15:30 里山探検 

参加メンバーとともに、集落内を探検します。どんな遊びがで

きそうか、イメージを膨らませます。 

16:00 ご飯づくり 

みんなで協力しながら、夕食を作ります。 

17:00 薪集め・風呂焚き 

お風呂は薪で炊くため、山から薪を拾ってきます。自分で拾っ

た薪に火をつけて、みんなが入るためのお風呂を沸かします。 

18:00 夕食 

これから一緒に過ごす新しい家族みんなで囲む、初めての食卓

です。夕食後は後片付けを行い、順次薪で炊いたお風呂に入り

ます。 

20:00 作戦会議 

「やりたいこと」をみんなで出し合って、翌日からのプログラ

ムや食事のメニューなどを決めていきます。 

２日目

３日目 

朝 朝の仕事（朝食づくり・ニワトリのお世話） 

それぞれ分担して行い、片付けまで協力して行います。 

日中 プログラムは決まっていません。 

みんなで話し合って、自由に組み立てます。 

夕 夕方の仕事（夕食づくり・薪集め/風呂焚き） 

朝同様、分担して行ってもらいます。 

４日目 適宜 この日がみんなで過ごす最後の朝になります。 

朝の仕事、朝食を済ませ、後片付け・荷づくり・掃除をします。 
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9:00 ふりかえり 

4日間過ごした古民家にて、体験を振り返ります。 

12:00 対馬市豊玉町 神話の里自然公園 

解散 

 

 

〈親子コース〉 

１日目 14:00 対馬市豊玉町 神話の里自然公園 

島内参加者集合 

 オリエンテーション 

14:30 滞在する集落まで移動 

15:00 里山探検 

受け入れてくれる家族とともに、集落内を探検します。どんな

遊びができそうか、イメージを膨らませます。 

16:30 家族会議 

「やりたいこと」をみんなで出し合って、翌日からのプログラ

ムや食事のメニューなどを決めていきます。 

18:00 ご飯づくり 

受け入れ家庭のお母さんに教わりながら、食事作りに挑戦！ 

19:00 夕食 

これから一緒に過ごす新しい家族みんなで囲む、初めての食

卓です。夕食後は後片付けを手伝って、自由に団らん。 

２日目 プログラムは決まっていません。 

みんなで話し合って、自由に組み立てます。 

保護者の方は、お子様と過ごすもよし、大人だけで対馬の自然や歴史を巡

るツアーに行くもよし、こちらも自由に組み立てます。 

３日目 適宜 この日の朝食が、みんなで食べる最後の食事です。 

朝食後、後片付け・荷づくり・掃除を行います。 

9:00 ふりかえり 

3日間過ごした農家民宿にて、体験を振り返ります。 

12:00 対馬市豊玉町 神話の里自然公園 

解散 
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6. 持ち物について 

☑ 項目 説明 個数 

□ リュックサック 
活動時に水筒や軍手などを入れていくための、

小さなもの。簡単なもので構いません。 
1個 

□ 水筒 
宿から離れて活動する際に、各自お茶を入れて

持ち運びます。 
1個 

□ 帽子 
熱中症予防のため、つばがついた帽子を用意し

てください。 
1個 

□ 雨具 

小雨でも野外での活動ができるように、折り畳

み傘ではなく、かっぱを用意してください。セパ

レートタイプのものが便利です。 

1組 

□ 運動靴 
動きやすいもの、汚れてもよいもの。家からはい

てきてください。 
1足 

□ 水着 
川遊びや海遊びで使用します。ゴーグルやシュ

ノーケルを持ってきても構いません。 
1着 

□ ビニール袋 汚れたものや濡れたものを入れて持ち帰ります 3枚程度 

□ 軍手 火起こしや農業体験などで使用します。 1組 

□ 
サンダル・ウォー

ターシューズ 

川遊びや磯遊びの時に使用します。クロックス

で構いません。 
1個 

□ 下着・靴下 
できるだけ洗濯をしなくてもいいように、泊数

分用意してください。 
泊数分 

□ Tシャツ・短パン 
屋内での活動の時は、この格好でちょうどよい

です。汚れてもよいものを用意しましょう 
泊数分 

□ 長袖・長ズボン 

山登りなど野外での活動時は、ケガや日焼け防

止のため、長袖長ズボンを着用することがあり

ます。夏用の薄手のもの。 

1セット 

□ 寝間着 ジャージや Tシャツ等でも構いません。 1セット 

□ 洗面用具 歯磨き、タオルなど 1セット 

□ エプロンと三角巾 食事の準備の際に使用します 1セット 

□ 保険証のコピー 集合時にスタッフに提出していただきます。 1枚 

□ 酔い止め薬 
車での移動の他、漁船に乗って活動することも

あります。必要な方は多めにご持参ください 
必要量 

□ 常備薬 必要な人のみ。 必要量 
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✓ 持ち物にはすべて名前を書いて下さい。 

✓ 持ち物の準備は、必ず参加するお子さま自身が行い、保護者の方が確認してくださ

い。（自分の持ち物と入れた場所を把握するため） 

✓ 荷物はできるだけ少な目にして、１つにまとめて入れて下さい。 

✓ カメラの持ち込みは基本的にはご遠慮いただいております。写真は出来る限り、当

協会スタッフにて撮影いたします。 

✓ 携帯電話、マンガ、ゲーム機、ミュージックプレーヤーなどの持ち込みは、禁止し

ております。 

✓ お菓子の持ち込みはご遠慮ください 

✓ 現地の活動では現金を使う機会はありません 

✓ 活動で使用する道具類（釣り具など）は、こちらで用意いたします。ただし、普段

使い慣れている自分専用の道具で体験したいという場合は、お持ち込みいただいて

も構いません。ただし破損・紛失の際の補償はいたしかねますので、自己管理にて

お願いします。 
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7. 申込から参加までの流れ 

①お申込み 次のいずれかの方法でお申込みください 

【インターネットから】 

当協会ホームページ https://tsushima-gbt.com/  

TOPページに表示される「現在募集中のツアー」 

から「島の達人入門塾」を選択しページ下部にある 

「開催日程・お申込み」の項目より希望の日程をクリックし、申し

込みフォームにご入力の上送信してください。その際、備考欄に対

馬までの交通手段をご記入ください。 

追って事務局よりメールにてご連絡いたします。なお、2～3日た

っても連絡がない場合は、送信がうまく行えていない可能性がご

ざいますので、再度送信いただくか、お電話にてご一報ください。 

 

【お電話で】 

当協会電話番号 0920-85-1755  

「島の達人入門塾への参加申込み」と要件を伝えたのち、以下の情

報を口頭にてお伝えください 

・希望するコース ・参加人数 ・参加者名 ・性別 ・学年  

・住所 ・電話 ・メールアドレス 

②書類が届く 後日、お伝えいただきましたメールアドレスまたはご住所あてに、

メール添付もしくは郵送にて、以下の書類をお送りします。 

・参加登録書 ・健康調査票 ・支払情報 

※お申込み 1 週間が過ぎてもこれらの資料が届かない場合は、当

協会までご連絡ください。 

③参加登録書等

の返信 

参加登録書および健康調査票に必要事項をご記入の上、 

メール添付もしくは郵送にて当協会までご返信ください 

④参加費入金 支払情報を示した書類に記載してある指定口座に、参加費をご入

金ください。 

参加費の入金の確認をもって、正式に申込受付とさせていただき

ます。 

⑤最終のご案内

送付 

出発日の 2週間程度前に、最終のご案内を郵送いたします。 

参加されるお子様とともによくご確認の上、参加に向けた準備を

進めてください。 

 

https://tsushima-gbt.com/
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8. キャンセルについて 

お申し込み後、お客様のご都合で参加を取り消される場合は、必ず事前に事務局までご

連絡ください。キャンセルにつきましては、参加費用に対してお一人様につき、次に定

める取消料を頂きます。 

取消のご連絡をいただいた日が、 

●20日前～8日前の 18時まで＝20％ 

●7日～2日前の 18時まで＝30％ 

●前日の 18時まで＝50％ 

●当日および無連絡不参加＝100％ 

 

※ ただし、島内の新型コロナウイルス感染症の感染者が急増した場合など、主催者側

が事前に不催行と判断した場合、ご登録いただいている緊急連絡先に、直接ご連絡

させていただきます。その場合、返金手数料、一律 1,000円（振込手数料＋通信料

等）を除いた額を指定口座に返金致します。 

※ 終了予定日の悪天候が予想される場合など、開催期間を短縮する場合がございます。

その場合、返金は出来かねますので、あらかじめご承知おきください。 

 

9. 安全管理について 

✓ 各体験活動については、事前に受け入れを行う農林漁業体験民宿運営者（以下受け

入れ民宿）とともに危険個所、危険行為の確認と事故防止手段の検討、万一の緊急

事態への対応方法の確認などのオリエンテーションを行っており、重大事故を未

然に防ぐ体制づくりに努めております。 

✓ 参加者の健康状態（アレルギーや持病等の情報を含む）に関する調査票を事前にス

タッフおよび受け入れ民宿間で共有し、個別に対応について確認しております。 

✓ 野外での体験活動には、死亡事故やケガにつながる危険が常に潜んでいます。その

ことを参加者自体が認識し、「自分の安全は自分で守る」「体調管理は自分で行う」

という意識付けを徹底します。スタッフや受け入れ民宿は、最大限事故防止に努め

ますが、参加者の皆様も安全管理に一定の責任を負っている旨をご理解いただき、

安全なプログラム運営にご協力ください。 

✓ 万一不慮の事故が発生し、医療機関での治療が必要となった場合、当協会加盟の傷

害保険の範囲内で対応させていただきます。 
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10. 参加にあたっての注意事項 

新型コロナウイルス感染症予防として、下記事項を参加の条件とさせていただきます

ので、ご確認ください 

 

①ツアー中は原則マスクを着用する 

②ツアー当日から 14日以内に、島外への移動がないこと 

③ツアー当日から 14日以内に、以下の症状がないこと 

・発熱がある、または発熱が続いている 

・風邪の症状（発熱、咳、くしゃみ、のどの痛みなど） 

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難） 

 

※ お申し込み後、ツアー直前になって体調不良になってしまった場合、事務局にその

旨ご連絡ください。この場合、ツアーへの参加をお断りさせていただく可能性があ

りますが、キャンセル料はいただきません。 

すでにツアー代金のお振込みが完了している場合、ツアー料金は、返金手数料一律

1,000円（振込手数料＋通信料等）を除いた額を指定口座に返金致しますので、ご

了承ください。 

 

11. 個人情報保護について 

✓ 参加申し込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送

宿泊機関等の手配、およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用

させていただきます。 

✓ 参加者の個人情報は、当協会の個人広報管理方針に基づき管理・保管し、前項の目

的以外に第三者に提供・開示することはありません。 

✓ 当協会では、管理する個人情報に基づき、１．関連する主催事業やサービス等のご

案内、２．ご意見、ご感想の提供やアンケートのお願い、3．統計資料の作成 を

行う場合があります。但し、継続的な案内送付について、拒否の連絡があった場合

には、中止することができます。 

✓ 当協会にて撮影した活動中の写真や映像を、広報資料としてホームページや

Facebook等の SNS、パンフレット等で利用させていただくことがございます。あ

らかじめご了承ください。ただし、氏名や住所は掲載いたしません。これらの写真

やビデオの使用に関して、不都合がある場合は、お手数ですが、事前に当協会まで

お申し出ください。 

✓ 開催中に新聞やテレビなどの取材がある場合がございます。その際には、インタビ

ュー内容など、氏名付きで掲載されることもありますので、あらかじめご了承くだ

さい。 
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12. お申込み〆切 

7月 16日（金） 

※ 先着順にてお申込みを受け付けます。申込〆切日以前でも、定員に達した場合は募

集を締め切らせていただきますので、その旨ご了承ください。 

 

 

13. お申込み・お問合せ 

対馬グリーン・ブルーツーリズム協会 

運営事務局：一般社団法人 対馬里山繋営
けいえい

塾 

長崎県対馬市上県町志多留３０７番地 

TEL：0920-85-1755 FAX：0920-85-1756 

メール：info@tsushima-gbt.com 

ホームページからもお申込み可能です。 

http://tsushima-gbt.com/ 

トップページから、「現在募集中のツアー」の中の「島の達人入門塾」ページに入り、

お申込みフォームからお申込みください。 

 

http://tsushima-gbt.com/

