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メニュー

内容

場所

所要時間
(約・分)

可能人数
（人）

料金
（円）

時期

荒天時

問合せ先

◆ 農林業体験 ◆
1 茶摘み・手もみ茶・工場見学 等
2 茶摘み・摘採機試乗
3 手もみ茶・お茶の淹れ方

新

4 紅茶作り体験
5 イチゴ狩り・イチゴ料理
6 イチゴ狩り
7 畑旅（はたたび）

体験の詳しい内容は，直接右記へお問い合わせください。
（http://haru1ban.info）

お茶の春一番（浮辺製茶）
南九州市知覧町東別府10234-6
西垂水茶業㈲
体験の詳しい内容は，直接右記へお問い合わせください。
南九州市知覧町西元12613
知覧茶の茶葉を使い，昔ながらの手もみ製法で自分だけのお茶（煎茶）を作ります。
畑の郷 水土利館（はたのさと みどりかん）
（http://www5.synapse.ne.jp/chajyukai/gtr.html）
南九州市知覧町牧之内15025-8
茶葉の手もみ体験+限定ランチまたはティータイムを楽しめます。
薩摩英国館ティーワールド
１週間前までに要予約
南九州市知覧町郡13746-4
量よりも味にとことんこだわった農園で，完熟した美味しいイチゴを収穫できます。また，もぎたてイチゴを使ったジャムやイチゴ大福 前田いちご園
作り（各１セット2,000円，所要約30分，要予約）もできます。
南九州市知覧町永里3319-2
甘味が強いさつまおとめ，少し酸味があるさがほのかという品種を高架式棚栽培しており，子どもから高齢者，車椅子の人でも無 川辺K観光農園
理なく楽しめます！近くの川辺K温泉では露天風呂も楽しめます。
南九州市川辺町永田4069
農家・地元ｶﾞｲﾄﾞと一緒に畑を巡り，風景を楽しみながら収穫体験するﾂｱｰ。とうもろこしの苗植えやﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ作り，畑でのﾗﾝﾁ
暮らしの宿 福のや、（南九州市頴娃町別府503-4）
やお茶会などを楽しめます。冬には，南九州市名物・大根やぐらに登るﾂｱｰもあります。
周辺
（https://www.fukunoya-ei.com/）
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お茶の春一番（浮辺製茶）
☎②0120-84-1645
西垂水茶業㈲
☎0993-85-3962
畑の郷 水土利館（はたのさと みどりかん）
☎0993-36-3911
薩摩英国館ティーワールド
☎0993-83-3963
前田いちご園
☎0993-84-2182
川辺K観光農園
☎0993-84-2182
暮らしの宿 福のや、
☎050-3567-1850（10：00～17：00）
chika10013631@yahoo.co.jp

◆ 伝統工芸・文化体験 ◆

やや新

1 川辺仏壇
2 焼酎工場見学①
2 焼酎工場見学②

国の伝統的工芸品に指定されている「川辺仏壇」の技術に用いる金箔押し，蒔絵，螺鈿，彫金，木地加工等の技術を職人
に教わりながら，アクセサリーや風鈴等を作ります。
観光用に作られたコースではなく，本物の醸造所です。足元にお気を付け下さい。
前日の午前までに要予約(電話のみ)。9～12月頃までの醸造期間はお断りする場合があり。
芋焼酎の製造時期である9～12月がおすすめです。
事前予約が必要です。試飲はできません。

川辺仏壇工芸会館
南九州市川辺町平山6140-4
知覧醸造㈱（元二松中学校跡地）
南九州市知覧町塩屋24475
㈲佐多宗二商店（番所鼻自然公園近く）
南九州市頴娃町別府4910

伊能忠敬が「天下の絶景」と称賛した「番所鼻自然公園」の磯に住む生き物を採集して，水槽の中に自分たちだけのオリジナル水
族館を作ります！（最後は海へ返します。）
「オルレ」をお手本にしたまち歩き。黄色いリボンや看板を目印に，開聞岳の絶景を望みながら７つのビーチ，溶岩地帯，森の中
など変化に富んだ道なき道を歩きます。

タツノオトシゴハウス（番所鼻自然公園）
南九州市頴娃町別府5202-2
釜蓋神社～番所鼻自然公園を結ぶ海岸線
南九州市頴娃町別府6827～5202

職人の指導で，石臼挽きのそば粉を使った二八そばのそば打ち体験ができます(要予約)。打ったそばは，その場で食べても持ち
帰ってもOK。１鉢打ち終わると，そば打ち免状がもらえます！

手打ちそば道場三稜館
南九州市知覧町郡13714
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鹿児島県川辺仏壇協同組合
☎0993-56-0240
知覧醸造㈱
☎0993-85-3980
㈲佐多宗二商店
☎0993-38-1121

◆ 自然体験 ◆
1 MY水族館作り
2 頴娃シーホーウォーク

タツノオトシゴハウス
☎0993-38-1883
タツノオトシゴハウス
☎0993-38-1883

◆ 味覚体験 ◆
1 そば打ち

手打ちそば道場三稜館
☎0993-83-1555

◆ 里山・暮らし体験 ◆（民泊，体験民宿）※主な施設のみ抜粋
田舎料理体験，こんにゃく作り，山菜採り・山菜料理・薬膳料理(３-6月)，芋植え・ピーナッツ植え(4-5月)，芋掘り・ピーナッ 陽なたぼっこのよしおちゃん家
ツ収穫(9-11月)，そば打ち，だんご作り，布ぞうり作り・木工体験・草木染め…（kagoshima-gt.net）
南九州市知覧町永里12364-1
天狗伝説の里・楽しい家(や)
2 野菜収穫，郷土料理 等
あくまき作り(6-10月)，こんにゃく作り(10-4月)，団子・お菓子作り(通年)，窯焼きピザ作り…（kagoshima-gt.net）
南九州市川辺町本別府5270
南九州市頴娃の日常を体感できる「暮らしの旅」を企画・実施しています。まちをぐるぐる巡り，地元のひととの交流や頴娃ののんび
りとした雰囲気を楽しめます。
＜ワークショップ＞
・星空さんぽと珈琲じかん：1,000円
・茶畑ピクニック(弁当，お茶の淹れ方教室付)：2,000円
・海岸さんぽ(珈琲付)：1,500円
「暮らしの宿 福のや、」が提供す
暮らしの宿 福のや、（南九州市頴娃町別府503-4）
3
・海岸さんぽ＆海辺でものづくり体験：1,000円
る「小さな旅」と「体験プログラム」
周辺
・お茶の淹れ方講座(資料・お菓子付)：1,000円
・絶景 ワークショップ（メモリージャーづくり・マグネットづくり）：500円・1,000円
・石垣さんぽ(お茶タイム付)：1,500円
・まちあるきガイド(オリジナルプランも作成可)：3,000円～
※ワークショップの内容は，季節によって変わる場合があるので，事前問合せ要
（https://www.fukunoya-ei.com/）
1 野菜の収穫，郷土料理，林業 等

やや新
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陽なたぼっこのよしおちゃん家
☎0993-84-2336
天狗伝説の里・楽しい家(や)
☎0993-57-2580
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かわなべ馬事公苑
☎090-2391-1018
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オートキャンプ森の川辺
☎0993-56-4342

体験内容により異なる

60～240
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要問合せ
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暮らしの宿 福のや、
☎050-3567-1850（10：00～17：00）
chika10013631@yahoo.co.jp

体験内容により異なる

◆ 少人数向け体験 ◆

復活

1 乗馬

リニュ
ーアル

2 自然体験・レクレーション

乗馬体験（ビジター：引き馬，レッスン），クラブ会員
乗馬風景を眺めながら楽しめるカフェが近くにオープンしました。（カフェうまっこ：木～日営業）
アスレチック遊具，ボルダリングジム，ドッグラン，MTBコースがあるキャンプ場を活用した，(子どもを対象とした)体験の場としても
利用可能。希望に応じて，プログラムの提案や相談も受け付けています。（例：春には草木染め，秋には弓引き式火起し体験
＆焼き芋など）

かわなべ馬事公苑
南九州市川辺町野崎8152
オートキャンプ森の川辺
南九州市川辺町野崎8138-1

南九州市では，このような「体験観光」ができます。
着物の着付け体験，漁業体験，地引き網体験，炭焼き体験，畑仕事体験，草取り体験，林業体験，木工細工体験，野菜作り体験，畑整地体験，果樹園体験，お茶作り体験，乗馬体験，養鶏体験，養豚体
験，平和学習体験，伝統食体験，さつま芋餅作り体験，そば打ち体験，さつま芋作り体験，かぼちゃ作り体験，椎茸作り体験，稲作体験，いちご作り体験，郷土食づくり体験，酪農体験，陶芸体験…

◆ お問合せ ◆
南九州市役所 商工観光課 観光係

☎ 0993-83-2511 Fax 0993-83-2050
Email: kankou@city.minamikyushu.lg.jp
〒897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204

