椿の実収穫と稲刈り体験ツアー
旅行企画：ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨ／有限会社ネパリ・バザーロ

2016.9.17 Sat. - 18 Sun.
岩手県
陸前高田市
奥州市

一緒に行きましょう！

旅行代金：お一人様 13,000 円
学生は 10,000 円！
！
小学生以下無料です！
！

※ 1 日目夕食・宿泊代、2 日目朝昼食代込。

【募集人数４０名】

kune

検索

※定員になり次第締め切らせて頂きます。 お申し込みは
こちらから⇩

集合：ＪＲ水沢江刺駅
解散：ＪＲ一関駅
≪ 一 泊 二日のツアーです！≫

※水沢江刺駅からツアーバスが出発します。帰りは一ノ関駅で解散となります。前後の交通の手配、および交通費は各自負担となりま
すので予めご了承ください。※往復バス代は、ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨの東日本大震災支援金から拠出させて頂きます。

Oshu & Rikuzentakata
2016.9.17 Sat. - 18 Sun.

Schedule
１日目

奥州市

9/17 Sat.

持ち物

※ 11:38 着の新幹線でも
間に合います。ご安心ください！

11:40 水沢江刺駅集合
11:45 ツアーバス出発

けられるよう、 リュック や ポ

16:45 宿泊施設「種山高原星座の森」へ
17:15 自由時間 20:00 軽食と交流会

陸前高田市

9/18 Sun.

7:00
7:45
9:00
11:40
13:30

朝食

陸前高田へ出発
グループ対抗

装・くつ で、各自 タオル と 軍
手・応急セット 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

12:00 「アグリ笹森」稲刈り体験
14:30 バーベキューと交流会

2 日目

汚れてもいい、 動きやすい服

椿の実収穫スタート！

収穫祭＆昼食交流会

＠喜多公民館

「製油工房・椿のみち」にて搾油体験

「採れたてランド 」
「未来商店街」にて買い物

15:00 一ノ関へ 16:20 一ノ関駅到着・解散

シェットをご用意ください。
フェイス＆ボディソープはあ
ります。 ハミガキセット、タ

オル、寝巻はご用意ください。
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 !!

陸前高田を椿の里に

田園風景を次の世代に

～地元の方々の想いと共に～
新米ご予約も承ります！

アグリ笹森

「アグリ笹森」設立以前からの
長年の夢は、
『生産者の顔が見
える米販売』
。
「クーネ化粧品」
に配合されているエタノールを
造っている「ファーメンステー 2016.5 月 の ツ ア ー
で植えたお米を稲刈
ション」を通して私たちネパリ・ りさせて頂きます！
バザーロと出会い、販売ルート 楽しみですね。
が開けました。
「お客様のメッ
セージが直接届き、励まされて います！」
2015 年度も『特Ａ』取得！ 12 年連続 21 回目の特Ａ受賞！

工房めぐ海
米粉で作ったもちも
ちのおやきなど、広
田 半 島 の 豊 か な 海・
農産物を使った商品
を 販 売 し て い ま す。
２日目の昼食に、椿
油料理・郷土料理を
作って頂きます！
発送のご注文承ります !

TEL:0192-56-4430
岩手県陸前高田市広田町字山田 46-6

ちーむ麻の葉
陸前高田の仮説に暮らしている方々と、「ドレ
スタオル」や「着物のリメイク」などの物作
りを通して、復興支援、人と人の心をつなぐ
活動を続けられています！

製油工房 椿のみち
2012 年秋、ネパリ・バザーロが椿油の製油工房「椿
のみち」を開設し、製造・販売がスタートしました。
収穫した椿の実は、粉砕後殻と中身の選別を手作
業で行います。手間ひまかけて丁寧な選別を行う
ことで、より優れた品質を確保しています。また、
2013 年 5 月と 2014 年 5 月に植樹ツアーを
企画し、全国から集まった延べ 100 名を超
えるメンバーで、150 本の椿の苗を植
樹しました。植樹しても実がたくさん
採れるまで 20 年近くかかります。利島
など伊豆諸島の島々の方にもご協力を
頂きながら、大切に育てていきます。

一緒に椿の実を収穫します！

http://ameblo.jp/asanoha-dayori

Hotel
種山高原星座の森
宮沢賢治が愛した種山高原

岩手県奥州市江刺区米里大畑６６−２１
TEL：0197-38-2366
http://www.esashi-iwate.gr.jp/seiza

岩手県奥州市にある種山高原星座の森は、海にも山にも、空にも
星にも手が届く、思わずそんな気がしてくるほど抜群のロケーショ
ンのキャンプ場です！スターウォッチング・植物＆昆虫観察・バー
ドウォッチング・散策、森林浴、花火など…楽しみは星の数！
！
■６棟のコテージに、男女別相部屋での宿泊となります。
■センターハウスに、サウナ付薬草風呂があります（6：00 〜
21：00）
。ネ パリ・バザーロのクーネ フェイス＆ボディソープ、
ドライヤー（男女各１つのみ）はあります。■各コテージにシャワー
はついています。タオル、歯磨きセット、
寝間着、アメニティーはありません。

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 !!

←↑宿泊するコテージと、お部屋の様子。

MIZUSAKI NOTE

ミズサキノート

陸前高田に創業 200 余年の歴史を刻んできた老舗の
醤油醸造蔵。東日本大震災の津波ですべてを流され
ながらも、復活をとげる八木澤商店。その秘伝の醤
油と、ネパリ・バザーロの椿油、野田村の山ぶどう
ピューレ、ネパールのはちみつとブラックペッパー
を使ったドレッシングが好評発売中です！

「家具工房 JP-STYLE」と江刺産りん
ごの「及川りんご園」をご紹介する
焼き菓子カフェ。一日目の夜の軽食
に、りんごのお菓子を作って頂きま
す。お楽しみに！

http://www.mizusaki-note.com

採れたてランド

http://www.yagisawa-s.co.jp

未来商店街

地元でのお買い物をお愉しみください！

http://mirai-shotengai.jp

八木澤商店

http://mirai-shotengai.jp

Kune

クーネ

東北ｘ Nepal

「製油工房 椿のみち」で搾油した
「生しぼり椿油」をはじめ、震災
の痛手を乗り越え誇りをもって栽
培された素材を使用しています。
作り手の顔が見える、食べても美
味しい良質な素材を多く使用し、
肌本来の美しさを引き出します。

Partnership

http://kune.jp

旅行企画 NPO 法人ベルダレルネーヨ／ ( 有 ) ネパリ・バザーロ

共に生きるために

私たちは、ネパールの子どもたちの教育支援を目的として 1991 年に活動を開
始しました。しかし、子どもたちが学校へ通えない背景には、学校の有無では
なく、その家庭の貧困問題があり、仕事の機会を創出し経済的な自立を促すこ

とが必要と知り、1992 年 8 月、( 有 ) ネパリ・バザーロを設立しました。
以来、ネパールのハンディクラフトや食品の企画開発・継続輸入により、ネパー
ルで厳しい生活を余儀なくされている人々の就業の場の拡大を目指し、自立を
支援しています。頻繁に生産現場を訪れ、生産者から直接話を聞き、討議し、
企画開発を行うなど顔の見える関係を大切にし、強い信頼関係に基づくパート
ナーシップを築いてきました。また、国内の障がいのある方たちなど立場の弱

い人々の仕事づくりにもこだわり、ＮＰＯ法人ベルダレルネーヨと協働
し、共に生きていける社会の実現に少しでも寄与できればと考えています。
さらに 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災以降、被災地支援を続け、ネパールでの経験を生かした長期的取り組み
として、被災地の方々と共に地元の素材を活かした商品の製造販売による地域復興にも取り組んでいます。

お問合先

有限会社ネパリ・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

【HP】http://verda.bz 【FB】https://www.facebook.com/nbazaro
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）

