2017 年 3 月 25 日（土）～ 26 日（日）
第 4 回 真崎ワカメ収穫お手伝いツアー
～三陸の海の幸も堪能しましょう～
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

この２日間は、漁師さんにゆっくり休んで頂きましょう！！

１日目

3/25（土）スケジュール

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！！

※参加資格は、小学校高学年以上です。
一緒にお手伝い頑張りましょう♪

※ 1 日目夕食・宿泊代、2 日目朝昼食代込。

11:00

【募 集 人 数 2 5 名 ： 定員になり次 第 締め切り】
集 合 【盛 岡 駅】 解 散 【盛 岡 駅】 の一 泊 二日ツアー
※添乗員は同行しません。現地ではネパリ・バザーロのスタッフがご案内します。※盛岡駅か
らツアーバスが出発します。帰りは盛岡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。※相部屋となります。
※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

【募集人数 45 名：定員になり次第締め切り】

ネパリ・バザーロスタッフがお待ちしています！
何かありましたらご連絡下さい！

盛岡駅西口バスターミナル集合

11:10 出発

宮古市田老町漁業協同組合へ

25-26 日の連絡先：050-5809-8214

※昼食はありません。バスの中で食べることもできます。

13:00 田老わかめ加工センター着
13:15 ～ 16:00

わかめ作業のお手伝い

軽作業もあります。体力に不安のある方は遠慮なくおっ
しゃってください。慣れない作業ですので、無理をされな
いよう、声を掛け合って作業をしましょう！！
岩手県宮古市田老字荒谷 2 番地
2016 年は 2 日間で 14.4 ト
ン分のワカメを容器に詰め
ました！ 1200 箱です！
今年も頑張りましょう！

①ワカメを手でほぐす

②計量

③袋に入れて
容器に詰める→

水に濡れるので、水をはじくジャケットとオーバーズボン、靴を履いて下さい。バスの車内で着替えられるよう、
手荷物にお入れください。ヘアーキャップと手袋はお貸しします。貴重品は身に付けられるよう、リュックやポシェッ
トをご持参ください。一年で一番忙しい収穫シーズン！慣れない作業ですが、皆で協力して頑張りましょう！！

16:15 ～ 17:15

震災遺構『たろう観光ホテル』

震災遺構に認定された『たろう観光ホテル』を防災ガイドの方にご案内頂きます。３
Ｆまで津波が突き抜けた際に、６F から撮影した映像もご覧頂きます。マスコミ未公
開の非常に貴重な映像です。

17:30 渚亭たろう庵チェックイン
18:00 ～ 20:00

夕食

20:00 ～ 21:00

交流会

「たろう観光ホテル」が高台移転し「渚亭たろう庵」
として 2015 年 4 月に生まれ変わりました。松本社
長のお計らいで、特別価格で宿泊させて頂きます !!

２日目

3/26（日） スケジュール

7:00

朝食

8:00

渚亭たろう庵出発

8:15

わかめ作業のお手伝い

12:00 ～ 12:30

真崎わかめ試食＆販売会

収穫したてのワカメを頂きます！
本当に美味しい！お土産にもいかがですか？
肉厚で歯ごたえがあり、風味も抜群！色良し、味良し、歯ご
たえ良しと３拍子揃った『真崎わかめ』。毎年わずか 2,000 ト
ン前後の水揚げという、希少価値の高いブランドわかめです。

13:00 ～ 14:00

一年分のワカメの作業を、収穫シーズンで
ある３～４月に終えなければいけないた
め、人手不足の時は、漁から戻ってきて休
息をとっている漁師さんたちも、この作業
をしなければなりません。皆さんのお手伝
いのお陰で、この２日間は、漁師さんたち
に休んで頂くことができました。遠いとこ
ろから入らして下さり、本当に、皆感謝し
ています。ありがとうございます。
田老町漁業協同組合代表小林昭榮さん（左）と
工場長の鳥居高博さん（右）より。

道の駅・みやこ「シートピアなあど」で昼食＆ショッピング

美味しいランチを頂きます。宮古の物産品のお買い物もお愉しみ下さい！

岩手県宮古市臨港通 1-20

お買い物頂いた商品は、発送できます。真崎わかめも同梱できます。

14:00 盛岡へ向けて出発

16:30

盛岡駅西口バスターミナル到着・解散

持ち物
■浴衣、タオル、歯ブラシはホテルにあります。
■ワカメの作業中は水に濡れますので、水をはじく
ジャケットとオーバーズボンと靴をご持参ください。
安価なレインスーツでも大丈夫です。
■貴重品は常に身に付けられるよう、リュックやポ
シェットをご持参下さい。

真崎わかめ

verda 

全室、露天風呂つき！夜は
ゆっくりおくつろぎください !!

渚亭たろう庵
岩手県宮古市田老青砂里 164-4
TEL:0193-87-2002

品質の高さで評判の ”真崎わかめ “ を養殖している、宮古市の田老町漁協は震災前、組合員
707 人、551 世帯でしたが、死者・行方不明者は 組合員とその家族も含め 87 名、流失・損壊

した家屋は 266 戸、963 隻あった大小漁船は残った数約 50 隻弱、７ヶ所の漁港の堤防や岸壁も破壊され、ワカメ・
コンブの養殖施設、魚市場、加工場の他にも多くの漁業生産施設を失ってしまいました
北三陸に位置する田老は、アワビ・ウニ・ワカメ・コンブ等の天然資源に恵まれた漁場ですが、
「津波太郎（田老）」
の異名があるほど、度重なる津波被害を受け、特に慶長（1611 年）、明治 29 年と昭和８年には、多くの住民が犠
牲になりました。その被害を教訓に造られた防潮堤は、日本最大級で、高さ 10 メートル総延長 2.5 キロに及び、
「万
里の長城」と言われた巨大なもので、完成まで 40 年かかりました。しかし、今回の千年に一度の大津波はそれを軽々
と越え、500 メートルに渡ってなぎ倒し、町を呑み込みました。
突然、たくさんの大切な人やものをもぎとられた生産者の皆さんですが、
「田老は負けない！力を合わせて乗り
越えよう」という強い気持ちが復興の原動力となり、2012 年３月、真崎わかめは復活しました。

Camellia Oil from Rikuzentakata
地元のもので産業を

ネパリツアー
第 13 弾 !!

椿油プロジェクト

古くから陸前高田の家々に植えられ、実を搾って食用に重宝されてきた
椿油。震災後、「地元のもので産業を」「椿の里にしたい」という地元の
想いと共に、ネパリ･バザーロは搾油工房「椿のみち」を建設し、地元
の女性たちが搾った食用椿油と、その椿油をたっぷり使った化粧品「クー
ネ」を販売してご好評をいただいています。また、クーネに含まれる素
材の生産地、陸前高田市（椿油、きゅうり）、宮古市田老（ワカメ）、野
クーネには、岩手とネパールの自然の恵み
が詰まっています。

田村（のだ塩）、奥州市（米エタノール）を訪ねるツアーを企画しています。

お申込先

お申込方法

http://verda.bz

キャスト
トラベルパートナー

verda

のトップページの『お知らせ欄』から
お申込フォームに進めます。

TEL：022-393-7341
FAX：022-393-7342
yamazaki@cast-yoyaku.com

※お電話かメールでのお申込も承ります。
右記にご連絡下さい。
【必要事項】■ツアー名「ワカメの収穫お手伝いツアー」■お名前
■お電話番号 ■携帯電話■ＦＡＸ ■ E-mail ■年齢 ■性別

旅行企画

■ご住所

〒 981-1105
仙台市太白区西中田 1-15-1408

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、
製品企画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

〒 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
 verda

