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平成 22 年２月 

第３回「農林漁家民宿おかあさん１００選」認定者紹介 

財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 

 

１． 柳生
やぎゅう

 貴子
た か こ

    ファームイン トント（北海道 美深町）  

   
「元気よく・ハキハキと」がモットー。おかあさんの笑顔が魅力 
 

●「ファームイン トン

ト」は、白樺に囲まれ

た「隠れ家」的な建物。

テラスからは羊牧場が

見渡せ、おかあさんの明るい会話でもてなす。

宿の料理は、羊からとれる乳製品、肉製品が中

心。羊牧場の毛刈りのシーズンには、羊毛刈り

体験ができる。白樺の木から直接採った樹液を

飲める「白樺樹液まつり」では、宿の敷地を提

供し企画から実施まで中心的な役割をする。 

 

TEL 01656-2-3939  http://www.matsuyama-farm.com/ 

 

 

 

 

２．本間
ほ ん ま

  正子
せ い こ

    民宿 本間（北海道 羅臼町）   

  
「来る者帰るがごとし」をモットーに「ただいま」といえる宿 
 

●「民宿 本間」は世界

自然遺産「知床」にあ

る元漁師の宿。「キンキ

の湯煮」、「ちゃんちゃ

ん焼き」など漁師料理

でもてなす。ホエールウォッチングやバードウォ

ッチングは羅臼ならではの体験メニュー。「海を守

るのは家庭から」をスローガンに地元女性団体と

協力し知床の環境活動や地域活性化に貢献。 

 

TEL 0153‐89‐2309 

http://minsyuku-honnma.jp/ 
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３．山内
やまうち

 まつゑ    ひばのくに迎賓館（青森県 大鰐町）  

 
 
 時間に追われる生活から解き放たれた、豊かな時の流れを感じ

てもらいたい 

 

●「ひばのくに迎賓館」

は地元職人が作った総

ひばのログハウス。「香

の宿」として日々の疲れをリフレッシュできる。

旬の山菜と有機栽培の野菜を使った創作山里料

理が自慢。厳冬の雪上で開催する「ひばのくに

雪の大食卓会」は、山里の暮らしと食の魅力を

伝える。青森県内で農林漁業体験や田舎体験を

多くの人に楽しんでいただくための活動を推進

する「あおもりカムカム農山漁村ネットワーク」に加入し、活動の先導役として活躍。 

 

TEL 0172-48-5876 

http://www.applenet.jp/~kouzou/come/details/05.html 

 

 

 

 

４．谷地
や ち

 ユワノ    まめぶの家（岩手県 久慈市）   

 

普段着の農村生活の提供で心の交流 

 

●「まめぶの家」は、

ふるさとの原風景体験

ができる宿。田舎なら

ではの雰囲気を存分に

味わうことができる。

山クルミや黒砂糖が入った団子と地元野菜を使

って作る郷土料理「まめぶ汁」が自慢。「まめぶ」

郷土料理作り体験もできる。「いわてやまがた農

村民泊研究会」で取り組んでいる修学旅行や、農

村旅行者への受入れも積極的に行っている。 

 

TEL 0194-72-2839  

http://www.pref.iwate.jp/~hp7008/GT/taiken/minpaku.html 
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５．千葉
ち ば

 靜子
し ず こ

    有賀の里 たかまった（宮城県 栗原市）  

 
「支え合い」の精神でもてなす。国内外に多くのファンをもつ宿 

 

●「有賀の里 たかまっ

た」は、曾祖父母たちの

隠居部屋として明治 10

年に建てられた蔵座敷を

改築したもの。先祖伝来

の漆器でもてなす豊かな郷土食は、日本人のみな

らず、外国のお客様にも評判。宿の背後に広がる

里山には、ばっけ（ふきのとう）やため池の沼エ

ビなど地域食材が多く、季節定番メニューとなっ

ている。地元小学生に郷土料理を伝えるなど、食

育活動にも積極的に取り組んでいる。 

 
TEL0228-32-5857 

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/1910/ 

 

 

 

６． 澁谷
し ぶ や

 わかな    おりざの森（宮城県 加美町）   

 

田舎のおばあちゃんの家に来た気楽な雰囲気、肩肘張らな

いコミュニケーションが特徴 

 

●「おりざの森」は築

100 年以上の古い養

蚕農家の建物を利用し

た一泊朝食付きの宿。

朝食には自家製の野菜・ハチミツ・合鴨米・産みたて

の卵が並ぶ。絵本や子ども用品を用意するなど、幼い

子ども連れのお客様も楽しく過ごせるよう工夫。県内

の農家レストランや民宿を経営している方などで組織する「みやぎグリーン・ツーリズム

推進協議会」に参加し、農家民宿の楽しみ方や魅力を発信している。 

 

TEL0229-67-6051 

http://ww5.et.tiki.ne.jp/~amedio/ 
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７．小野寺
お の で ら

 美佐子
み さ こ

    農家の宿 母家
お も や

   （山形県 鶴岡市）  

 
 
庄内弁が心地よい「木綿のような温かさ」を感じる居心地の

良い空間が魅力 

 

● 「農家の宿 母家」は、

庄内平野の田んぼに囲ま

れた雄大な風景の中にあ

り、築 120 年近い古民

家。おかあさんのやわらかな庄内弁が上品で心地よく

ホッとする時間を過ごせる。食事のメニューは、敷地

内にある畑でその日に採れた有機野菜で決まる。東京

都江戸川区の子どもを積極的に受入れ、野菜のおいし

さを伝えている。 

 
TEL0235-25-8694 

http://www17.plala.or.jp/e-naa/ 

 

 

 

 

８．五十嵐
い が ら し

 あい    いからし「本家」（山形県 飯豊町）   

 

 

「お手玉と竹とんぼを作って遊んでみませんか？」をキャッチ

フレーズに、ここでしか味わえない時間を提供する 

 

●「いからし「本家」」

は築 200 年の古民家

を改築した宿。養蚕が

盛んであった時代が偲ばれ、天井が高く、広々と

した住空間は心を和ませてくれる。季節の山菜や、

山女魚の塩焼きなど地域の食材を１００％使用

した料理を提供。農家民宿の開業に向けた啓発リ

ーダーとして活躍。 

 

 

TEL0238-77-2088 

http://www.iide-gt.jp/minka.html#5 
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９．藤川
ふじかわ

 智子
さ と こ

    そばの里（福島県 会津坂下町）  

 
 
「ありのまま」をモットーに、純和風建築の宿で収穫の喜びも味

わえる宿 

 

●「そばの里」は豊かな

自然を感じることができ

る純和風建築の宿。蕎麦

の作付けから麺製造まで一貫生産する農業経営を

する傍ら、蕎麦を中心とした体験プログラムを実

施。地元の自然を題材としたフォトコンテスト「農

のある風景～畑は自然の美術館～」を実施するな

ど、地域活性化の中心的役割を担っている。  

 
TEL0242-85-2140 

http://www.town.aizubange.fukushima.jp/~gt-bange/bange_gt/taiken/sobanos

ato.html 

 

 

 

 

１０．吉田
よ し だ

 優子
ゆ う こ

    四季彩菜工房（福島県 塙町）   

 

 

先祖から守り継がれてきた土地で、のどかな暮らしを発信 

 

●「四季彩菜工房」はの

どかな農村地帯にある木

造二階建てのシンプルな

建物。自家製の有機米に

ゆったりとした鶏舎で餌にエゴマを与えられて

育てられた鶏の有機卵、地元野菜を中心とした食

事を提供。。自然に優しいものは人の体にも優し

いという考えの下、有機農業を自ら実践し多くの

人々に農業の大切さや面白さを伝えている。夏の子どもの受入れでは、昆虫採集や手作り

石窯でパン・ピザづくり、田んぼでのドジョウ獲りなどが好評。 

 

TEL0247-43-3757 

http://homepage2.nifty.com/siki-saisai/ 
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１１．梶山
かじやま

 明子
あ き こ

    農家民宿 なか里（茨城県 日立市）   

 

 

大きな囲炉裏を囲み、築 1００年の古民家での暮らしを体感 

 

●「農家民宿 なか里」

は、１日１組の会員制

民宿。古民家を改修し

た宿では大きな囲炉裏

や梁など、農村の暮らしをそのまま体験できる。

米は自家米 100％、調味料は地元大豆による

手造り味噌を使用するなど地産地消にこだわ

る。食事は大きな囲炉裏で、地元で獲れた魚介

類や自家野菜を炭火で焼いて提供。田植体験を

はじめ、田んぼでのドッジボールなどを行う泥リンピックの中心を担う「中里女性塾」の

リーダー的存在。 

 

TEL0294-59-0115 

http://www.net1.jway.ne.jp/yumehn/ 

 

 

 

１２．小栗
お ぐ り

 美智子
み ち こ

    民宿福富士（栃木県 日光市）  

 
ミッチャンの明るさがセールスポイント。ホッとできる場所作りを心

がけている 

 

●「民宿福富士」は、四季の山々

を眺められる小さな宿。囲炉裏を

囲んだ食事や楽しい団欒が好評。

思わず「ただいま！」と言ってしまいそうになるアッ

トホームなおかあさんの魅力に惹かれ、年間 100 組

のリピーターが訪れる。７４歳になる宿のおばあちゃ

んをはじめとした地域の高齢者が中心に行う竹トンボ

づくりや蕎麦打ち、地場の食材を使った料理づくりなどの体験が好評。地域の高齢者とと

もに農業や田舎の魅力を伝えている。 

 
TEL0288-97-1202 

http://www6.ocn.ne.jp/~fukufuji/ 
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１３．大類
おおるい

 祥子
さ ち こ

    民宿 大野屋（栃木県 日光市）   

 

 

囲炉裏を囲んでの食事、おかあさんとの楽しい団欒が人気 

 

●「民宿 大野屋」は木

造瓦屋根で、山里の風

景にマッチした建物。

先祖代々の畑でできた

新鮮な野菜や山里でしか食べられないサンシ

ョウウオ、鹿肉などを使って、野趣に富んだ料

理を提供。宿のおかあさんと一緒に行う蕎麦打

ち体験や豆腐作り体験は人気。地域ぐるみで東

京都板橋区との農業体験交流を実施し、グリーン・ツーリズムの推進に貢献。 

 

TEL0288-97-1425 

http://www.tochigi-oonoya.com 

 

 

 

 

１４．入澤
いりさわ

 眞理呼
ま り こ

    弘化の庄 かしや（群馬県 片品村）   

 

 

江戸時代創業、新旧建物の懐かしさと新しさが調和したくつろぎ

の空間 

 

●江戸時代の弘化４年

に創業し１５代続く

「弘化の庄 かしや」は、

古くからの母屋と平成８年に改築された新館

で温泉や囲炉裏が楽しめる。尾瀬豆腐や採れた

ての大根やきのこをふんだんに使った、かしや

オリジナル鍋「水芭蕉が咲く『尾瀬づめっこ』」

（すいとん鍋）などの料理を提供。「エンジョ

イネットワーク」の代表として田舎の風景を残

す取組や、魅力的で夢のある村づくりなどを進める。 

 

TEL0278-58-2425 

http://www8.wind.ne.jp/kashiya/ 
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１５．小滝
お だ き

 和子
か ず こ

    民宿せと川（千葉県 南房総市）   

 

 

花の宿でもてなし、体にやさしい料理で心も体もリフレッシュ 

 

●「民宿せと川」 は、太平洋沿岸

の白子漁港から５００m にある

漁家民宿。獲れたての鯵と自家製

味噌を使った「さんが焼き」など

漁師町に伝わる郷土料理を提供。「健康ちば２１」に加盟

し、健康に配慮した料理メニューを開発したり、千倉町民

宿組合「花の宿おもてなし宣言」のコンセプトである、「花

を使ったおもてなし」の提案は好評。同組合の副組合長として民宿の活性化に貢献。 

 

TEL0470-44-1800 

http://kazoku-jikan.mboso-etoko.jp/yado/?uid=2740 

 

 

 

 

１６．平賀
ひ ら が

 洋子
よ う こ

    クラフトイン ラ･メーフ（東京都 小笠原村）   

 

 

バリアフリー対応の宿。海外のお客様にも人気。 

 

●「クラフトイン ラ･メーフ」は、 

環境と癒しの空間を意識し、木を 

基調としたペンションスタイル。 

小笠原独特の食材は、釣りたての 

メカジキから、ウミガメ、南国フ 

ルーツまで多彩。小笠原でしか味わえないマグロの体験漁 

ではダイナミックな漁を間近で体験できる。女性のグループ「エイム」を創設して老人食

事サービスや、へき地医療改善、環境問題など地域の問題解決に向けた取組を行っている。 

 

TEL04998-3-2140 

http://www.lamere-inn.com 
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１７．原
はら

 美佐子
み さ こ

    民宿 はら（神奈川県 三浦市）   

 

さりげない気配りで、バリアフリーを目指す「田舎のおかあさん」

の宿 

 

●「民宿 はら」は、昔

の民家を思わせる静か

な漁村に位置する和風

建築の宿。漁家の魅力

を活かし、その日に水揚げされたイシダイなど

の新鮮で旬な魚介類を活け造りで提供。訪れた

お客様の記憶に残り、「また来たい」と思って

いただけるよう心がけている。「子どもたちの

一生の思い出に残る教育旅行」を目指した受入体制づくりや、都市部への PR 活動などを

積極的に進める。 

 

TEL046-888-3535 

http://www5.ocn.ne.jp/~harasou/ 

 

 

 

１８．中澤
なかざわ

 明子
あ き こ

    ラ･ファミーユ中角（新潟県 南魚沼市）   

 

ゆっくりとしたくつろぎの時間を過ごせる「家族」という名の温

かい宿 

 

●フランス語で「家族」

の意味を持つペンショ

ン風の宿「ラ･ファミー

ユ中角」。訪れた子ども

の描いた絵や、魚沼の自然などの写真を館内に

飾り、お客様に四季の移り変わりを感じてもら

っている。裏山で採れる山菜やキノコで作るキ

ノコ汁などの伝統料理から、季節野菜のチーズ

焼きなどの創作料理までメニューは多彩。県が認定する「にいがたなりわいの匠」として

「蕎麦打ち」や「ぬか釜炊飯」の技を活かした体験交流の指導者を務めるなど、地域の中

でも早くからグリーン・ツーリズムに注目し農家民宿のレベルアップに貢献。 

 

TEL025-783-2171 

http://www.nakakaku.jp 
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１９．尾池
お い け

 三
み

佐子
さ こ

    農家民宿 サンベリー（新潟県 津南町）   

 

 

くつろぎの空間を演出。「家の中はすべてが体験」をモットーに

するＩターン先駆者の宿 

 

●「農家民宿 サンベ

リー」は、豪雪地帯特

有の高床式住宅を活用

した１日１組限定の宿。自家製の天然酵母パン

や自家製ジャム、特産高原野菜など自家産の食

材をふんだんに使用。Ｉターン移住の先駆者な

らではの気配りで都会からのお客様をもてな

す。 

津南町は日本有数の豪雪地帯であるため、冬の雪かきや雪下にんじん掘りを体験できる。 

 

TEL025-765-3403 

http://sun-berry.com 

 

 

 

２０．奥野
お く の

 文
ふみ

恵
え

    農家民宿 しいたけ小屋ひろ吉（石川県 珠洲市）   

 

 

「また来るねー！」と言ってもらえる気ままな宿を目指す。しい

たけが自慢の宿 

 

●「農家民宿 しいたけ

小屋ひろ吉」はしいた

けの原木栽培農家。能

登半島先端の野山や海辺の散策などのんびり

した田舎での過ごし方をコーディネート。ひろ

吉自慢のしいたけや、珠洲の山で採れたキノコ

で作ったキノコ汁は好評。栗拾い体験や原木し

いたけ体験ができ、山里の自然にふれることが

できる。珠洲市の第１号の農家民宿で、民宿開

業のアドバイザーとして活躍。 

 

TEL0768-82-3178 

http://www16.ocn.ne.jp/~hirokiti/ 
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２１．笹村
ささむら

 喜
き

美
み

枝
え

    蔵の伊兵衛さんち（福井県 越前市）   

 

 

「普通の農家の生活」が体験できる築１００年以上の古民家の宿 

 

●「蔵の伊兵衛さんち」

は「ふくいの伝統的民

家」に認定されている

築１００年以上の古民

家。１日１組限定の宿で、特に若い女性のリピ

ーターが多い。周辺の山や畑で採れる新鮮な山

菜や野菜を使った料理や、サツマイモの茎の炒

めものなどの昔懐かしい「おふくろの味」は、

ここでしか味わえない。農家に泊まって田舎暮

らし体験ツアーを実施している「ロハス越前」のリーダー的存在で、農家民宿のネットワ

ークづくりに貢献。 

 

TEL0778-42-2570 

http://www.lohas-echizen.org/ 

 

 

 

２２．加藤
か と う

 美智子
み ち こ

    加藤さんち（福井県 越前市）   

 

 

重厚な掛け時計の音が明治時代を感じさせてくれる。築１５０年

余の古民家の宿 

 

●「加藤さんち」は 「ふ

くいの伝統的民家」に

認定されている築１５

０年余の古民家。手打ち蕎麦やうどんの他、赤

ずいきのきんぴらや浜焼き鯖などの伝承料理

を提供し、「健康食を提供する農家民宿」とし

て注目されている。また、越前市の「ロハス越

前」の食体験部会長を務め、越前の農林業、伝

統産業の振興と活性化を図る活動に取り組ん

でいる。 

 

TEL0778-42-2248 

http://www.lohas-echizen.org/program/soba_taiken.html 
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２３．中井
な か い

 君枝
き み え

    漁師の宿 なかい（福井県 敦賀市）   

 

 

おかあさんの明るい笑顔と会話が魅力。地魚が堪能できる漁師の宿 

 

●「漁師の宿 なか

い」は敦賀湾を一望

できる宿。自家で養

殖している若狭ふぐ

（トラフグ）や、敦賀港で水揚げされた越

前ガニ、夫と息子が漁に出て獲ってきた活

きの良い地魚など四季折々の海の幸を提供。

所有している漁船での漁の見学やトラフグ

生け簀での餌やり体験も行っている。 

 

TEL0770-26-1723 

http://www1.rcn.ne.jp/~sinsyumaru/ 

 

 

 

 

 

２４．熊谷
くまがい

 美沙子
み さ こ

    山の宿 加満屋（長野県 天龍村）   

 

 

大正時代の木造建築で、山の暮らしを体験。アットホームな雰囲

気を大切にする宿 

 

●「山の宿 加満屋」

は１日１組限定の「貸

し切り宿」。気の利いた

さりげないおもてなしは、おかあさんの人柄が

うかがえる。南信州の黒豚肉、牛肉、馬肉など

地元農家の食材を使用し、素材の味を最大限に

活かした料理でもてなす。民宿経営を通じ「食

づくり」「山仕事」「トレッキング」「手揉み茶」

「遊び」体験などの多様なメニューを提供する

ことにより、村の魅力を村外へ発信。 

 

TEL0260-32-2244 

http://www.yamanoyado.com 
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２５．三宅
み や け

 幸恵
ゆ き え

    民宿 みやけ荘（岐阜県 高山市）  

 
 
「笑顔」「明るさ」「元気」をモットーに、自然体のおもてなしが

魅力の宿 

 

●「民宿 みやけ荘」は築

１００年以上の大農家の

佇まいを残す宿。軒下に

掛けた大きなハチの巣の飾りが迎えてくれる。蕎

麦打ち二段の腕前を持つおかあさんが打つ蕎麦や

うどん、自家製餅米を杵でつく力餅は、宿自慢の

料理。「そばの会」で「桜そば」「そばゼリー」な

ど蕎麦料理の開発に取り組むとともに、体験民宿

の講習会で指導を行うなど、体験宿の資質向上や

先導者としてグリーン・ツーリズムの定着に貢献。 

 
TEL0577-53-2052 

 

 

 

 

２６．山越
やまこし

 みさゑ  民宿 山水（岐阜県 白川村）   

 

 

おかあさんの温かさが感じられる。農村地域での当たり前を体験

できる宿 

 

●「民宿 山水」は

古民家を使用した檜の

宿。田舎が昔から持つ

「静けさ」と温かい雰囲気が好評。灰汁抜きし

た栃の実をもちに練りこんだ「栃もち」、山芋を

すりおろして鉄板で焼いた「トロロステーキ」

は民宿の名物。白川郷の歴史・文化・伝説など

を囲炉裏を囲んで語る「語り部」がお客様に喜

ばれている。村内１１の旅館・民宿などによる

「白川郷まるごと体験宿」の会員として、月に１回共同で農業体験イベントを実施。 

 

TEL05769-5-2033  

http://sansuirarara.hp.infoseek.co.jp 
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２７．新美
に い み

 保
たも

美
み

  漁師の宿 たから舟（愛知県 南知多町）  

 
豪快な漁師料理が自慢。わくわくの時間を求めて本気

● ●

に遊びに来

てほしい 

 

●知多半島の先の離島にある

「漁師の宿 たから舟」。篠島で

採れるサンゴを玄関に飾り漁村

の雰囲気を演出。「田舎の暮らし

ありのまま」と「家族ぐるみの

温かいもてなし」で、「体験」と「暮らし」を切り離さず

自然体で提供。獲れたての魚のおいしさ、旬の魚の味を

知っていただこうと、漁業体験では獲ったばかりの魚を

その場で調理。地域の農林漁家民宿などのネットワーク活動の中心的な役割を果たしてい

る。 

 
TEL0569-67-2024 

http://www.d8.dion.ne.jp/~n-yo/ 

 

 

 

２８．川原
かわはら

 清子
き よ こ

  体験民泊川原（三重県 大台町）   

 

 

農村地域での当たり前を体験。ふるさとのない方が自分のふるさ

とと思って帰ってきてくれる宿 

 

●「体験民泊川原」は、

木造の民家を活用した清

潔感のある素朴な民宿。近くの小川で沢ガニ獲

りなどができる自然がいっぱいの地域。家族連

れがのんびり過ごすことのできる環境が特徴。

田舎のおかあさんとして気取らず飾らず普段の

ままの接客に努めている。野菜の収穫の後のこ

んにゃく作りや朴の木団子作りは好評。地元の

農家レストランや農林漁家民宿に提供する料理

メニューの研究、おもてなしの仕方の研究など地域における都市農村交流活動に貢献。 

 

TEL0598-76-0598  

http://www.ma.mctv.ne.jp/~kawasemi/kawahara.html 
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２９．中江
な か え

 美
み

春
はる

    山里民泊 みくり（三重県 大台町）  

 
気楽に遊び感覚で楽しんでください 

 

●「山里民泊 みくり」は、

古い簡素な自宅を改装し開

業。押しつけがましく体験

メニューを薦めず、お客様

に合わせた対応を心掛けて

いる。宿の周辺の山菜採り

や岩魚釣り体験などができ、獲れた食材を使った炭

火焼きなどの料理体験は好評。体験工房「夢樂（む

らく）」の代表として、蕎麦打ちやこんにゃく作りの体験を行ったり、グリーン・ツーリズ

ムや民泊の持つ可能性について地域内外に積極的に広報する役割を担っている。 

 

TEL0598-76-1337 

http://www.ma.mctv.ne.jp/~kawasemi/mikuri.html 

 

 

 

 

３０．芝原
しばはら

 キヌ枝
え

    農家民泊 素
そ

のまんま（京都府 綾部市）   

 

 

田舎のおかあさん素のままで美しく、一期一会の出会いを大事に

する 

 

●「農家民泊 素のまん

ま」は農家のそのまま

の暮らしに惹かれた若

い世代のお客様が多い。「素のまんま」という

屋号のごとく、農家のあるがままの暮らしを提

供。野菜料理を好むお客様のため、農業体験で

は豆むきやこんにゃく作りなど、丹波の山の幸

を活かした体験メニューを提供。綾部市に定住

したい方達の相談窓口である「あやべ定住サポ

ート隊」の一人として、定住希望者のサポート

をしている。 

 

TEL0773-47-0040（NPO法人里山ねっと・あやべ） 

http://shibaharatoru.at.infoseek.co.jp 
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３１．佐古
さ こ

 明美
あ け み

    農家民宿 善（兵庫県 豊岡市）  

 
気取らず素のままで、田舎の親類の家に帰ったような雰囲気を味

わえる 

 

●「農家民宿 善」は築 100

年の古民家を改装した宿。

根曲がりの木でできた囲炉

裏や掘りごたつなど、昔の

農家にタイムスリップした

ような雰囲気が味わえる。自ら風呂焚きをして入浴

できる五右衛門風呂や薪ストーブを利用した自炊施

設もある。かまどで炊いた古代米、奥藤蕎麦などの

昭和 30 年代の地元田舎料理をコンセプトに自家野

菜中心の料理を提供。「田んぼアート」の作成イベントの開催など民宿を中心にした地域活

性化に貢献。 

 
TEL0796-56-1801  

http://www17.ocn.ne.jp/~noukazen/ 

 

 

３２．山際
やまぎわ

 京子
きょうこ

   民宿 ヤマギワ(和歌山県 湯浅町）   

 

 

田舎のおかあさんが優しく迎えてくれる 

 

●「民宿 ヤマギワ」は

ミカンの里にある家庭

的な宿。柑橘類や梅干

し、シラスをはじめと

する新鮮な魚介類など

をふんだんに使った料理を提供。郷土料理の

「茶がゆ、金山時味噌、梅干し」は自家製。本

場有田ミカンの「園地見学ツアー」は、ミカン

狩りだけでなく、焚き火や焼き芋体験などもで

きる。地元湯浅町の観光協会の理事として、観光マップづくりやホームページ作成にも協

力するなど観光振興に尽力。 

 

TEL0737-62-4536 

http://www.naxnet.or.jp/~yamagiwa/arida/minsyuku.html 
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３３． 園田
そ の だ

 壽
す

美
み

惠
え

  そのだファーム（岡山県 久米南町）  

 
笑顔の絶えないおかあさん。農山村の暮らしと、家族ぐるみの温

かさが魅力 

 

●「そのだファーム」は「日

本の棚田百選」に認定され

た地域にある古民家。囲炉

裏のある部屋で、静かな空

間を求める都会からのリピーターへほっとするひと

時を提供。棚田で収穫された米や自家栽培無農薬野

菜などを使って作る自慢の田舎料理風会席料理の中

でも、おかあさんの自慢の料理は１時間かけて練っ

て作ったごま豆腐の一品。自らが I ターンで移住したおかあさんは、移住者から見た田舎

暮らしの体験を基に、地域の定住・交流事業のリーダーとして活躍。 

 
TEL0867-28-4808 

 

 

 

 

 

３４．山本
やまもと

 ツヤ子
こ

    民宿 六口荘（岡山県 倉敷市）   

 

獲れたての魚を前にお客様との会話が弾みます 

 

●周囲長 6km、人口

11 人の六口島にある

「民宿 六口荘」は、

島ぐるみでお客様を迎

えるなど、島全体が民

宿のよう。展望風呂からは、雄大な自然と瀬戸

内海に沈む夕日が望める。生け簀にいる獲れた

ての魚の中から、気に入った魚をお客様に選ん

でいただき、目の前ですくい上げて見事な包丁

さばきで調理する。朝食に必ず出される「六口荘の味付けノリ」は、お土産としても好評。

県内の小学生を受け入れ、地元で獲れた魚介類を目の前でさばいたり、実際に子どもに魚

を調理させることなどを通じて、地産地消の大切さを教えている。 

 

TEL086-479-8526 
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３５．杉原
すぎはら

 佳子
け い こ

    あるぺん屋（広島県 北広島町）  

 
 どぶろくを名物とした宿作り、地域作りを目指す 

 

●「あるぺん屋」のあ

る八幡高原一帯は西中

国山地国定公園自然環

境保全地域。冬は 

広いリビングの薪暖炉

でくつろぐことができ

る。地元食材を中心とした料理が並び、手作り

モッツァレラチーズは好評。ブナ原生林の地下

軟水と地域の米を原料としたフルーティな味わ

いのどぶろくは人気。地域の四季の自然を体感していただくため、里山セラピ－ツア－を

企画し、地域有志でつくった交流観光農園の活用や国定公園内のパ－クゴルフ、湿原散策

などの案内なども実施。 

 

TEL0826-37-0226  

http://www.alpenya.jp/ 

 

 

 

３６．川口
かわぐち

 みき子
こ

    遊
ゆ

縁
えん

（漁家民宿 いかり）（山口県 萩市）   

 

「聞いてよ、聞きます。おかあさん」をスローガンにリラック

スできる空間を提供 

 

●「遊縁（漁家民宿 い

かり）」は漁師の宿。「本

物の漁師の家に泊まっ

てみんかね？」と地元の言葉で親しみやすく接す

る明るい元気な笑顔のおかあさんが人気。地元須

佐唐津焼の器を郷土料理の「真いかの抱き寿司」

や地元ブランドの「男命（みこと）いか」の刺身

など、２０品以上の料理で彩る。地元食材の魅力

を広く伝える取組に参加するとともに、漁業婦人部の核として活躍。 

 

TEL08387-6-3233 

http://www.yamaguchi-slow.jp/contents/guide/35/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yamaguchi-slow.jp/contents/guide/35/�
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３７．立
たて

藤
ふじ

 留子
と め こ

    民宿 美合
み あ い

（香川県 まんのう町）  

 
 
自然を楽しみ、健康で過ごす人たちを仲間に 

 

●「民宿 美合」は山に

囲まれた豊かな自然の

中にある民宿。薬草の

専門知識を生かし、四

季折々の薬草を釜炊き

した薬草風呂を設置するなど、癒しの空間を提供。

夏は川での魚釣り、冬は干し柿づくりなど、季節・

好みに合わせて様々な体験を選択できる。農園や

山に多種類の薬草や野菜を栽培し、薬膳御前を中心にした山里ならではの料理を提供して

いる。都市との連携・交流を積極的に行い地域の訪問客増加に貢献。 

 

TEL0877-84-2020 

http://www.town.manno.lg.jp/kanko/miai.php 

 

 

 

 

３８．野間
の ま

 征子
せ い こ

  ファーム有津
あろうづ

 （愛媛県 今治市）   

 

海釣りと、ミカン狩りで田舎時間を満喫 

 

●「ファーム有津」は

ミカン山や穏やかな海、

赤灯台などが一望でき

る農家の離れ。少し歩

けばすぐに海に出られる。地元の方言を使った

飾らない接客で、田舎ののんびりした当たり前

の生活を体験できる。地元で採れる海藻で作っ

たイギス豆腐や伝統のたこ飯など、しまなみ郷

土料理を提供。しまなみグリーン・ツーリズム

推進協議会の設立時から会長を務め、地域の恵

まれた自然や地域資源を活用したグリーン・ツーリズムの推進に大きく寄与している。 

 

TEL0897-72-1728 

http://www.ehime-gtnavi.jp/shisetsu/detail.php?rec=207 
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３９．西部
に し べ

 知
とも

香
か

    ファームインポーチュラカ（愛媛県 今治市）  

 
農業の魅力教えたい。農家の暮らしを丸ごと体験 

 

●「ファームインポー

チュラカ」は、柑橘と

花を生産している農家

の宿。「ポーチュラカ」

の花ことばは、「いつも

元気、小さなとびら」

であり、体験・交流のキーワードとなっている。

料理は自家製野菜と伯方島周辺の魚介類を使用

し、旬の味が楽しめる。しまなみグリーン・ツ

ーリズム推進協議会を設立し、地域の休耕地を活用して菜の花を植えるなど、自然や地域

文化の保全などに取り組む。 

 

TEL0897-72-1018 

http://www.ehime-gtnavi.jp/shisetsu/detail.php?rec=206 

 

 

 

 

４０．大久保
お お く ぼ

 ヒロミ    やまがら（愛媛県 内子町）   

 

農業が好き、自然が好き、人が好き。飾らず温かな内子弁でも

てなす 

 

●「やまがら」は小田

深山の大自然の麓に位

置し、自家の山で伐採

した山栗の材木で建築した宿。地域資源を活用し

た自作のこけ玉や木工品をさりげなく室内に置

き、懐かしさや親しみを感じさせる。看板メニュ

ーの「山菜おこわ」は JA 生活技術展で優等賞を

受賞。手作りの竹の器や木の葉などの自然器でも

てなす。どぶろく特区の認定を受け、どぶろく製

造会社を立ち上げるなど、地域活動でリーダーシ

ップを発揮。 

 

TEL0892-52-2634 

http://www14.ocn.ne.jp/~u.k.dobu/sub6.html 
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４１．山下
やました

 君枝
き み え

    漁家民宿 遊
ゆう

海
みん

（愛媛県 宇和島市）  

 
 
きっぷの良さとおおらかさのある気さくなおかあさん 

 

●「漁家民宿 遊海」は

真珠いかだが浮かぶ穏

やかなリアス式海岸の

入り江にある。アコヤ

ガイから真珠を取り出した後に残る貝柱を使っ

た料理はこの土地ならでは。真珠いかだを活用

した海の上でのバーベキューなどのユニークな

取組が好評。地元「青空市場」で宇和島名物手

作り焼き菓子の「唐まん」を出品販売し、特産

品のＰＲや都市と農村との交流に貢献。 

 

TEL0895-28-0182 

http://yumin.i-yoblog.com/ 

 

 

 

 

４２．明神
みょうじん

 多紀子
た き こ

   漁家民宿「海生丸」（高知県 黒潮町）   

 

佐賀に息づく漁師の生活や文化に触れてもらいたい 

 

●「漁家民宿「海生丸」」

は、お客様の「本物の

漁師の家に泊まりた

い」という声に応えて

開業した宿で、「土佐のほんもの漁師の宿」を体感

できる。「土佐佐賀のカツオを使った本場の藁焼き

タタキづくり体験」が楽しめ、夕食に自分の作っ

たカツオのタタキを食べることができる。

「SAGA 黒潮体感ネットワーク」のリーダーとし

て、「カツオのたたき体験」プログラムづくりに取

り組むなど、漁師の生活や文化を伝える活動に貢献。 

 

TEL0880-55-2329 

http://kaiseimaru.exblog.jp/ 
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４３．藤瀬
ふ じ せ

 みどり    農家民宿 具座
ぐ ざ

（佐賀県 佐賀市）  

 
 

囲炉裏や薪ストーブ、五右衛門風呂と、懐かしくほっとする雰囲気 

 

●築 100 年の納屋を改

築して開業した「農家民

宿 具座」。五右衛門風呂

は薪割りから焚き付けま 

で宿泊体験メニューにな

っている。地域で獲れたイノシシは囲炉裏で

鍬焼きし、山女魚の炊き込みご飯はかまどで

作る。県内での農家民宿開業１号であり、農

家としてのやりがいを伝えたり、農家民宿の

普及に向けた取組を行ったりして、地域での牽引役となっている。 

 

TEL0952-56-2649 

http://guza.cocolog-nifty.com/ 

 

 

 

 

４４．上井
う わ い

 信子
の ぶ こ

  つばき坂（熊本県 人吉市）   

 

樹齢２００年のつばきが皆さんを迎える。昔ながらの田舎と農家

の暮らしが味わえる 

 

●「つばき坂」は、母

屋と離れの部屋があり、

プライベート空間を提

供。代々伝わる蔵もあり、農機具など昔の文

化に触れられる。料理には必ず自家製の手作

り豆腐を使い、漬け物に至るまで季節感を大

切にした地産地消の料理を提供。所属する人

吉球磨グリーン・ツーリズム推進協議会では、

民宿開業の女性たちとともにドレッシング作りや味噌作りなど行い、地域の新たな食文

化形成に向けた取組の中心的な役割を担っている。 

 

TEL0966-23-4687 

http://www.hitoyoshikuma-gt.org/inn_restaurant/cat46/ 
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４５．佐藤
さ と う

 法子
の り こ

    畑
はた

暦
ごよみ

（熊本県 南小国町）  

 
自然、空気、人柄に触れ合いながらゆっくりと農村浴をしてみま

せんか 

 

●「畑暦」は築 130 年

の元馬屋を改築して開業。

薪割りや火の扱い方など

の体験を通して、農業と暮らしが一体となった

空間を提供。大きなテーブルでいただく料理は、

屋号の畑暦の名前にこだわり「畑で採れる旬の

野菜がわかるように」と思いをこめた家伝伝授

の料理である。民泊農家のグループで立ち上げ

た「農花の会」の代表として、地元旅館との交流を図ったり、農業や自然への理解を深

めるための勉強会を実施したりするなど、女性グループの牽引役として活躍。 

 

TEL0967-44-0275 

http://www.gonbemura.com/gonbemura.html 

 

 

 

 

４６．原
はら

 美智子
み ち こ

    オーガニックキッチン 無何
む か

有
う

の郷（大分県 杵築市）   

 

木のぬくもりを大切にしているログハウスの宿。１日１組限定の

宿として家庭的な受入れをする 

 

●「ｵｰｶﾞﾆｯｸｷｯﾁﾝ 無

何有の郷」は自家製

の新鮮なオーガニッ

ク野菜や米を使い、安全でおいしい我が家

の味を提供。自家製石窯体験ハウスで作る

ピザやパン、ソーセージは大人から子ども

まで好評。家族が英語とフランス語での会

話が可能なことを活かし、外国人の受入れ

を積極的に行っている。地域の農泊農家が

１品を持ち寄りメニューの開発研修や交流を行い、地域内で研鑽に努める。 

 

TEL0977-75-1004   http://yamaga-gt.net/agri_9.html 
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４７．椎葉
し い ば

 喜久子
き く こ

    フォレストピア森の民宿 龍神館（宮崎県 椎葉村）  

 

心と心のふれあい。まるで自分の家でくつろいでいるようです 

 

●「フォレストピア森

の民宿 龍神館」は森の

自然景観とマッチした

ログハウス。囲炉裏を

囲んで語られる、地域

に伝わる昔話は訪れる人を引きつける。薬膳料

理に精通し、自家栽培の薬草を使用した料理や、

鹿やイノシシなどを使ったジビエ料理、貴重な

食材の岩茸などを提供。林家の経験を活かした

山林の下草刈り体験や椎葉村の伝統芸能神楽が楽しめる。椎葉村女性林業研究グループ「レ

モングラス」の会長を務めており、地域資源を活用した商品開発（ハーブ石鹸、クッキー

など）や林業振興の礎となる除間伐推進、林業後継者育成のための活動に積極的に参加。 

 

TEL0982-67-2261 

http://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/blog/index.php?blogid=36 

 

 

 

４８．井上
いのうえ

 悦子
え つ こ

    農家民宿 上の丘（宮崎県 日南市）   

 

過疎化のふるさとをどげんかせんといかん！夫の脱サラを機に、

農家民宿を開業 

 

●「農家民宿 上の丘」は

地元の杉だけで築いた木

造建築。手作りのオープ

ンテラスで食事ができる。「地産地消にこだわらな

いならば他の飲食店と同じ」と四季折々の食材を

地域と連携して供給。介護ヘルパーの資格を活か

して、障害者の受入れを積極的に行っている。「日

南ファーストレディー」のメンバーとして、地元

農産物を利用した料理教室や子ども向けの食育講

座を開いて食の大切さを伝えるなど、消費者との

交流や食育・地産地消を推進。 

 

TEL0987-27-1816 
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４９．宮崎
みやざき

 トミ枝
え

    陽なたぼっこのよしおちゃん家（鹿児島県 南九州市）  

 
先人に教わってきた暮らしの中の知恵や風習、おふくろの味など

忘れてはならないものを若い世代に伝えていきたい 

 

●「陽なたぼっこのよ

しおちゃん家」は檜造

りの日本家屋。木のぬ

くもりのある大きな柱

や太い梁が安らぎと安心感のある空間を演出。

修学旅行の受入れでは、地域のお茶農家と連携

して、茶葉作り体験や生ゴミを使った堆肥作り

などを通して子どもに命(食)の大切さを教え

る体験メニューを提供。特用林産物を利用した

無添加食品加工や健康づくりを進める「知覧町女性林業グループりんどうの会」会長とし

て活躍するなど、地域活性化に貢献。 

 

TEL0993-84-2336 

 

 

 

 

 

５０．岩川
いわかわ

 絹代
き ぬ よ

    農家民宿 山ノ瀬（鹿児島県 屋久島町）   

 

絹さん、熊さんの人柄に惹かれて滞在するリピーターがたくさん

います 

 

●「農家民宿 山ノ瀬」

は屋久島で唯一の農家

民宿。屋久島産材木を

使用した建物はバリアフリー対応で、木の香り

が漂う施設。自家栽培の採れたての野菜や素潜

りで獲った新鮮な魚介類を使って、カメノテの

味噌汁やトビウオの刺身などの料理を提供。島

内では果樹経営と農家民宿に取り組むモデル

民宿として期待される。 

 

TEL0997-47-2862 

http://www6.ocn.ne.jp/~yamanose/ 
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５１．仲間
な か ま

 澄子
す み こ

    農家民宿 田元
たむとぅー

（沖縄県 宜野座村）  

 
昔の沖縄にタイムスリップ！緑に囲まれた瓦屋根の下で癒しの

時間を過ごす 

 

●「農家民宿 田元」は瓦屋

根の趣のある沖縄らしい古

民家。おかあさんの気さく

な人柄を慕って訪れるリピ

ーターが多い。宿の付帯施設の加工所では、村特産

品である「海ぶどう」や「もずく」を使った郷土料

理体験ができる。海洋療法健康増進施設「かんなタ

ラソ」やビーチは宜野座村ならではの癒しの空間。

「宜野座村有機の里構想推進協議会・食育・健康増

進推進部会」の部会長などを歴任。地域の食育や地産地消推進に取り組んだり、島ヤサイ

の展示会や試食会を行ったりするなど地域づくりの中心的役割を担う。 

 

TEL098-968-3992 

http://www3.ocn.ne.jp/~ginoza/jigyosyo/sabisu/tamutu.html 

 

 

 

５２．伊豆味
い ず み

 博
ひろ

美
み

    農家民宿 ひろみ園（沖縄県 本部町）   

 

農業がしたいという思いで都会暮らしからこの地に移り住む。周

囲を気にせずに、ゆったりと沖縄を楽める 

 

●「農家民宿 ひろみ園」 

は一軒家を丸ごと利用で 

きるゆったりとした空間 

が自慢。各部屋に手作りシーサーを置き沖縄らし 

さを演出。パパイヤを使ったチャンプル料理など 

の沖縄家庭料理を提供。木の実を使ったクラフト 

作りや森の散策、タンカン狩りなど季節に合わせ 

た体験メニューが豊富。やんばる女性農業者の会グリーン・ツーリズム部会では安全な農

業体験の実施に向けた農道整備を進める活動などに積極的に関わる。 

 

TEL0980-47-3769 

http://www.hiromien.com/ 

 

 

 


