
令和元年10月7日

全国商工会女性部連合会

県名 商工会女性部名 受入可能期間

北海道 上富良野町商工会 期間限定 四季彩のまち　景観と美食の旅プラン 7月～9月

北海道 由仁町商工会 期間限定 都会に近い田舎で遊ぼう 6月～10月

北海道 厚岸町商工会 牡蠣満腹の旅 (1泊2日) 通年

北海道 山部商工会
自然環境と文化を大切にしているまち
「山部」をまるごと体験

通年

北海道 白老町商工会 食材王国しらおい満喫＆アイヌ文化を学ぶ体験研修 通年

北海道 松前商工会 期間限定 北の小京都松前・本マグロ堪能の旅 6月～10月

北海道 白糠町商工会 期間限定
食材の宝庫へようこそ
～白糠町商工会女性部によるおもてなし事業～

6月～10月

北海道
桧山管内商工会
（桧山南部エリア）

海と山満喫よくばりプラン
～桧山南部エリア女性部によるおもてなし事業～

基本コース〈4月下旬～10月上旬〉
お祭り参加コース〈8月11日〉

北海道
桧山管内商工会
（桧山北部エリア）

期間限定
せたな・今金まるごと満喫！
～桧山北部エリア女性部によるおもてなし事業～

6月～10月

北海道
桧山管内商工会
（桧山奥尻エリア）

期間限定
～海にむかってご馳走さまプラン～
～桧山奥尻エリア女性部によるおもてなし事業～

6月15日～8月10日

北海道 砂原商工会 期間限定 まるごと森町さわら　体験！体感！そして堪能！ 7月～9月

北海道 鶴居村商工会 期間限定 四季の詩が流れる大地　体験ツアー 6月～10月

北海道 きたみ市商工会 ねぇ　チョット体験してみないかい！？ 通年

北海道 別海町商工会 期間限定
「町・自然・人」が育てた恵みを体感！私たちと一緒に
「冬」を楽しみましょう

1月中旬～2月下旬

北海道 木古内商工会 期間限定
「ちょっと寄ってかない？　きこない　まるごと体験ツ
アー」

５月～１０月

北海道 洞爺湖町商工会
ジオの恵み　１００年続く温泉リゾート
～国際ビジネス最前線の町　洞爺湖～

通年

青森県
商工会連合会
(むつ下北エリア)

期間限定 おもてなし青森の旅（むつ下北エリア） 6月～12月

青森県
商工会連合会
（東郡エリア）

期間限定 おもてなし青森の旅（東郡エリア） 6月～12月

青森県
商工会連合会
（西津軽エリア）

期間限定 おもてなし青森の旅（西津軽エリア） 6月～12月

青森県
商工会連合会
（中南エリア）

期間限定 おもてなし青森の旅（中南エリア） 6月～12月

～ 地域の魅力“いいとこ”“いいもの”発信！ ～

プラン名称（クリックすると詳細をご覧いただけます）

全女性連公式ホームページ　おもてなし交流事業専用ページはこちらをクリック！！！

商工会女性部 おもてなし交流事業 ｢おもてなしプラン｣ のご案内

http://women.shokokai.or.jp/introduction/omotenashi-3/
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-01_hokkaido-kamifuranocho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/24-05hokkaido_yunicho4.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-04_hokkaidou-akkeshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/25-14hokkaido_yamabe.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/25-14hokkaido_yamabe.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/05/26-01hokkaido-shiraoicyou4.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-04_hokkaido-matsumae.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-19_hokkaido-shiranuka2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-19_hokkaido-shiranuka2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-37hokkaido-atsubecho2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-37hokkaido-atsubecho2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-40_hokkaido-hiyamakannai2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-40_hokkaido-hiyamakannai2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-50hokkaido-hiyamakannai5.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-50hokkaido-hiyamakannai5.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-48_hokkaido_sawara.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/06/29-06hokkaido-tsuruimura1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/29-08_hokkaido-kitamishi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-15_hokkaido-bekkaicyo.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-15_hokkaido-bekkaicyo.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/30-13_hokkaido-kikonai.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/30-13_hokkaido-kikonai.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-6hokkaido_touyakomachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-6hokkaido_touyakomachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-03_aomori_mutsushimokita.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-13_aomori_tougun.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-14_aomori_nishitsugaru.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-15_aomori_chunan.pdf
http://women.shokokai.or.jp/introduction/omotenashi-3/
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青森県
商工会連合会
（北五エリア）

期間限定 おもてなし青森の旅（北五エリア） 6月～12月

青森県
商工会連合会
（三八エリア）

期間限定 おもてなし青森の旅（三八エリア） 6月～12月

青森県
商工会連合会
（上十三エリア）

期間限定 おもてなし青森の旅（上十三エリア） 6月～12月

岩手県 遠野商工会 期間限定 遠野町家のひなまつりめぐり「見でっておぐれんせ」 2018/2/23～3/4

岩手県 陸前高田商工会 復興途上　イン　陸前高田 通年

岩手県 二戸市商工会 期間限定 にのへホット旅 7月後半

岩手県 八幡平市商工会 期間限定 オープンガーデンによる花々の観賞 ６月中旬から下旬

岩手県 滝沢市商工会 期間限定 チャグチャグ馬コの里で見る・聞く・体験する ６月下旬～９月 

岩手県 雫石商工会 期間限定 元祖「軽トラ市」で交流の旅 
毎年5月～11月第1日曜日
 （7月のみ第2日曜日）

岩手県 葛巻町商工会 期間限定 環境エネルギーの町探訪と手作り体験 １０月中旬以降～１１月

岩手県 岩手町商工会 期間限定 悠久の大河・北上川の源泉の地　３つの駅を巡る 6月下旬から10月上旬

岩手県 紫波町商工会
「暮らす・働く・学ぶ・集う・憩う・楽しむ」・・・”
オガールプロジェクト”の町

通年（時期により要相談）

岩手県 矢巾町商工会 期間限定 新たなまちで交流！山ぶどう収穫体験ツアー ９月中旬～下旬

岩手県 西和賀商工会 期間限定 雪国”にしわが”の食文化と幻想の夜  ２月１１日（日）

岩手県 前沢商工会 期間限定 まえさわを、前沢牛と一緒にＭｏｏっと知ろうツアー １月下旬～２月中旬

岩手県 金ヶ崎町商工会 ようこそ金が咲くまちへ 通年

岩手県 平泉商工会 みちのく平泉ふたたび 通年

岩手県 住田町商工会 期間限定 洞内滝 日本一の『滝観洞』 春～秋

岩手県 大槌商工会 大槌のおもてなし 通年

岩手県 山田町商工会 期間限定 山田の海の素晴らしさを感じてみませんか  ３月～５月

2 / 14 ページ

http://women.shokokai.or.jp/introduction/omotenashi-3/
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-16_aomori_kitago.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-17_aomori_sanpachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-18_aomori-kamijyuusan.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-24_iwate-toono.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-25_iwate-rikuzentakata.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-26_iwate-ninoheshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-27_iwate-hachimantaishi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-28_iwate-takizawashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-29_iwate-shizukuishi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-30_iwate-kuzumakimachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-31_iwate-iwatemachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-32_iwate-shiwachou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-32_iwate-shiwachou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-33_iwate-yahabachou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-34_iwate-nishiwaga.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-35_iwate-maesawa.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-36_iwate-kanegasakichou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/12/29-37_iwate-hiraizumi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-38_iwate-sumitachou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-39_iwate-ootuchi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-40_iwate-yamadamachi.pdf
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岩手県 岩泉商工会 台風被害から立ち上がった岩泉のみどころをご紹介 通年

岩手県 田野畑村商工会 北山崎とサッパ船アドベンチャー 要相談：事前にご連絡ください。

岩手県 普代商工会 北緯40度東端の青の国『普代村』へようこそ！ 通年

岩手県 軽米町商工会 期間限定 魅力発見　ウォーキングツアー ５月上旬～中旬　限定 

岩手県 洋野町商工会 期間限定 海の種市・高原の大野満喫ツアー  ５月～11月

岩手県 野田村商工会 期間限定 三陸野田のジオに触れて、海の恵みに舌鼓  ５月～１０月

岩手県 九戸村商工会 期間限定 ～ 九戸で「秋」見つけてみませんか？～パークゴルフ大会 9月～10月

岩手県 一戸町商工会 縄文時代へタイムスリップ！ 通年（月曜日除く）

宮城県 若柳金成商工会 期間限定
女性部おすすめ！
「みにきてけさいん若柳・金成」を旅しよう！

6月～12月（要相談）
はすを見るなら8月をお勧めしま
す。

宮城県 みやぎ北上商工会 みやぎの明治村　歴史を訪ねる旅 
令和元年９月１５日・１０月
（行事等により受入不可日あり）

宮城県 東松島市商工会 空と海のまち東松島 通年

宮城県 利府松島商工会
今年度
受入終
了

秋の味覚・利府梨と旬のランチ
世界で最も美しい湾クルーズ／歴史の足跡を辿る旅

9月～11月

宮城県 栗駒鶯沢商工会
今年度
受入終
了

桜染め体験と女性部のビックリ!!おもてなしの旅!! 通年

宮城県 みやぎ仙台商工会 期間限定 歴史も新スポットも！発見いっぱいの旅 通年（要相談）

宮城県 名取市商工会 Welcomeなとり　輝く笑顔で 通年

宮城県 登米中央商工会 期間限定
「美し、うまし、登米市への誘 いざな い」長沼ボート
場と食農体験！絶品地酒を堪能する旅

11月1日～11月20日

宮城県 遠田商工会 期間限定 歴史と文化　美しい里での楽しい出会い！ 7月～12月（要相談）

宮城県 大崎商工会 期間限定 東北最大の互市と花・歴史・食を楽しもう！
春（4/10～12）
秋（11/10～12）　要相談

宮城県 多賀城・七ヶ浜商工会期間限定 歴史とうみのまちツアー～震災から復興への道のり～
4～10月（水・土・日・祝日を
除く）

宮城県 くろかわ商工会 NEW
雄大な七ツ森　神秘の山々に見守られ　「　歴史散策
」と「　体験　」の旅

通年（要相談）
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http://women.shokokai.or.jp/introduction/omotenashi-3/
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-41_iwate-iwaizumi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-42_iwate-tanoharamura.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-43_iwate-hudai.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-44_iwate-karumaimachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-45_iwate-hironochou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-46_iwate-nodamura.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-47_iwate-kunohemura.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-48_iwate-ichinohemachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-13_miyagi-wakayanagikamnari.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-13_miyagi-wakayanagikamnari.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/26-16miyagi_oyagikitakami3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/04/26-30miyagi-higashimatsushima.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/26-31miyagi-rifumatsushima3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/26-31miyagi-rifumatsushima3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/05/27-01_miyagi-kurikomauguisu.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-28_miyagi-miyagisendai3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-45_miyagi_natorishi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-14_miyagi-tomechuuou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-14_miyagi-tomechuuou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-50_miyagi-tooda.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-01_miyagi-oosaki2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/30-14miyagi-tagajyoshichigahama.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-22miyagi-kurokawa.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-22miyagi-kurokawa.pdf
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秋田県 大仙市商工会 期間限定 だいせんのいにしえ　お楽しみふれあい体験研修 8月下旬から10月上旬

秋田県 美郷町商工会 ”清水の郷　美郷町”満喫満足体験研修 6～11月
ラベンダー園開催6月中旬～7月中旬

秋田県 大館北秋商工会
本場きりたんぽの里から　まんぷく・まったり・もふも
ふ体験ツアー

6月～10月(月曜日を除く）

秋田県 かづの商工会
「きりたんぽ発祥の地　鹿角」　きりたんぽ100珍をご
紹介

９月～１１月

山形県 尾花沢市商工会 「雪とスイカと花笠のまち」体感プラン  ６月下旬～８月末

山形県 河北町商工会 NEW 雛とべに花の里　河北町～いにしえを感じる旅～ 10月上旬

福島県 保原町商工会 豆で達者な保原町｢豆っこ汁｣と歴史を堪能しよう！ 通年

福島県 滝根町商工会 期間限定 見て、聞いて、食す！！　滝根町観光とグルメツアー 4月～11月

福島県 久之浜町商工会
たしかなる風～ふるさと久之浜～
～ 久之浜町商工会女性部によるおもてなし事業 ～

通年（要相談）

福島県 飯野町商工会 期間限定 つるし雛で心を繋ぎ元気発信～飯野つるし雛まつり～
2月17日(土)～3月4日（日） １
週間に２組限定 （曜日等は要相
談）

福島県 北塩原村商工会 自然が創りだした景勝地の魅力に触れてみませんか 通年

福島県 川内村商工会
震災からの7年
あの日と今を聞く語りべツアー

4～11月（受入日要相談）

福島県 会津美里町商工会 期間限定 東北最古の【会津本郷焼】陶芸体験 通年

福島県 中田町商工会 ◆江戸時代から続く伝統事業見学体験◆ 4～10月

福島県 下郷町商工会 更新 歴史と自然があふれる町を散策してみませんか 通年（土日祝除く）

福島県 きたかた商工会 ようこそ！きたかた花めぐりへ
3月下旬、4月中旬、6月上旬、
中旬

福島県 只見町商工会
遊びに来てけやれ！ユネスコエコパーク登録の町・只見
四季折々の自然・歴史・民芸・物産品いろんなものに触
れてってください

通年

福島県 長沼商工会 藍の生葉染めで一期一会の体験してみませんか
８月～９月 (藍の育成状況により
ます)

福島県 川俣町商工会
国内最大のフォルクローレ・フェスティバルに参加して
みませんか

10月12日（土）・13日（日）

茨城県 坂東市商工会
将門の郷へようこそ
史跡巡り・茨城県自然博物館・陶芸・木工体験

９月～１月（土日祝除く）
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http://women.shokokai.or.jp/introduction/omotenashi-3/
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-71_akita-daisenshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-10akita_misatocho2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-4akita_oodatehokushu.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-4akita_oodatehokushu.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-13akita-kaduno.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-13akita-kaduno.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-16yamagata-obanazawashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/R01-19yamagata-kahokucho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/08/28-23_fukushima-hobaramachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/05/28-24fukushima-takinemachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-32_fukushima_hisanohama.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-32_fukushima_hisanohama.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-58_fukushima-iinomachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/30-12fukushima-kitashiobaramura.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/30-15fukushima-kawauchimura2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/30-15fukushima-kawauchimura2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/09/30-18fukushima_aidumisatomachi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-23fukushima-nakatamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/31-3fukushima-shimogoumachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-1fukushima-kitakata.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-3fukushima_tagamimachi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-3fukushima_tagamimachi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-3fukushima_tagamimachi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/R01-10fukushima-naganuma.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-14fukushima-kawamatamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-14fukushima-kawamatamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/26-25ibaraki-bandoshi3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/26-25ibaraki-bandoshi3.pdf
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茨城県
つくば市商工会
（新筑ブロック）

自然・科学・歴史のまるごと満喫プラン 通年

茨城県
利根町商工会
（県南ブロック）

期間限定 取 手・利 根・稲 敷 ひ な 街 道 2月中旬～3月3日

茨城県 鹿嶋市商工会
見て良し食べて良し、遊んで良し！
まるごとカシマを楽しもう！

6月～7月

茨城県 大洗町商工会 期間限定 大洗では海の幸を！笠間では山の散策を！ 11月～3月

栃木県 大平町商工会 期間限定 大中寺七不思議体験巡り 9月～2月

埼玉県 東松山市商工会 期間限定
"東松山名物"やきとり"と"日本スリーデーマーチ"をお楽
しみ下さい

11月の第一日曜を含む3日間

埼玉県 小川町商工会 期間限定

武蔵の小京都　小川町トリップ
～いま話題!!ユネスコ世界無形文化遺産の細川紙にふれ
よう～

6月～10月

埼玉県 西秩父商工会
路地ST.”路地を歩けばサプライズ”おがの路地散策ツ
アー

6月2日（日）路地ST.開催日
（その他は要相談）

埼玉県 日高市商工会 期間限定 ようこそ、曼珠沙華の里「巾着田」へ!!
曼珠沙華まつり期間 （9月中旬～
10月上旬）

埼玉県 くまがや市商工会
あったかいご縁と癒しを求めて、縁結びの街を歩いてみ
ませんか？

4月～10月

千葉県 富津市商工会
「海いこ」「山いこ」両方近いよ！
富津の大自然を体感しませんか！

通年

千葉県 御宿町商工会 期間限定 おんじゅく　まちかど　つるし雛めぐり　プラン 平成31年2月16日～3月3日

東京都 大島町商工会
紅い椿の花咲く島で、
アンコさんと「つばき花びら染」をする体験の旅

いつでも

神奈川県 二宮町商工会 癒やしに出会える　ほっとするひとときを 通年

神奈川県 伊勢原市商工会 NEW
日本遺産のまち「伊勢原」　歴史散策と絶景眺望、豆腐
懐石のおもてなし

通年

神奈川県 寒川町商工会
全国唯一の八方除！神奈川が誇るパワースポット寒川神
社と工場見学

９月中

神奈川県 愛甲商工会 更新
首都圏最大級！宮ヶ瀬ダム放流と繊維のまち、自然豊か
な愛甲郡へようこそ！

 ４月～１１月 

新潟県 相川町商工会 期間限定
「大佐渡石名天然杉への散策」と
「京町音頭流し～宵乃舞～」

天然杉：6月中旬～
宵乃舞：6月第一土日

新潟県 二和地区商工会 期間限定 季節の花めぐり、和を楽しむおもてなしツアー
ツツジ：5月中旬～下旬
植物園：4月～10月

新潟県 山古志商工会 期間限定
山古志のおもてなし
～ 山古志商工会女性部によるおもてなし事業 ～

5月～10月
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-26_ibaraki-shinburokku-tsukubashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-27_ibaraki-kemnanburokku-tonemachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/26-28ibaraki_kashimashi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/26-28ibaraki_kashimashi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-29_ibaraki-ooaraimachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-12_tochigi-oohiramachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-07_saitama-higashimatsuyamashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-07_saitama-higashimatsuyamashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/26-11_saitama-ogawamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/26-11_saitama-ogawamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/26-11_saitama-ogawamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-02_saitama-nishichichibu3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-02_saitama-nishichichibu3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/29-10_saitama-hidakashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-12_saitama-kumagaya2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-12_saitama-kumagaya2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-15_chiba-futtsushi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-15_chiba-futtsushi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/26-19_chiba-onjyukumachi5.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-02_tokyo-ooshimamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-02_tokyo-ooshimamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/11/30-21kanagawa-ninomiyamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/R01-18kanagawa-iseharashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/R01-18kanagawa-iseharashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-22kanagawa-samukawa2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-22kanagawa-samukawa2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-15kanagawa-aiko2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-15kanagawa-aiko2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-10_niigata-aikawamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-10_niigata-aikawamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/05/24-16_niigata-futawachiku2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/26-06niigata-yamakoshi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/26-06niigata-yamakoshi2.pdf
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新潟県 神林商工会 北前船と港町商人の町屋『塩谷の町屋散策』 10月第2日曜日

新潟県 六日町商工会 期間限定 「観桜会と南魚沼産コシヒカリを『ぬか釜』で塩（縁）むすび」 4月20日～4月30日頃

新潟県 能生商工会 のうまるごと体験プラン 9月の平日（火曜以外）

新潟県
東蒲原郡商工会女性
部連絡協議会

期間限定
奥阿賀歴史とロマンの町　『紅葉・温泉・パワースポッ
トを巡る旅』

１０月下旬～１１月上旬 

新潟県 川口町商工会 「女みこし」担いで御利益授かる、パワー体験！ ７月第４日曜日

長野県 飯綱町商工会 期間限定 自然が映える町　飯綱町へこらっしゃい 8月 と 11月

長野県 高山村商工会 期間限定 自然が美しい信州高山村ふれあいプラン
年間を通して
（土日を除く）

長野県 期間限定 ロマンあふれる里へようこそ〔桜プラン〕 5月～6月

長野県 期間限定
秘境の地 阿寺ブルーを求めてウォーキング
〔阿寺プラン〕

5月～10月末

長野県 朝日村商工会 期間限定 「信州ひすいそば」のそば打ち体験と里山あそび 6月～10月 （8月は除く）

長野県 長和町商工会 中山道　長久保宿・和田宿　宿場めぐり 通年

長野県 戸倉上山田商工会 期間限定  日本三大車窓姨捨棚田・姨捨駅を訪ねる旅 6月～7月

長野県 松川町商工会 期間限定 まつかわいいとこあそびにおいなんよ
4月下旬～5月上旬、11月
土日除く

長野県 辰野町商工会 期間限定 辰野町に息づく自然にふれる旅
6月～11月 （※但し、６月のほ
たる祭り 期間中は除く）

長野県 上松町商工会 森の神秘とひのき香る思い出のしおりづくり 5月～10月

長野県 軽井沢町商工会 NEW さわやかな高原の風を感じながら軽井沢めぐり
8月・9月・年末年始を除く、平
日限
定（日程要相談）

山梨県 西桂町商工会
富士山と三つ峠を見に来ませんか？
～～「山（三つ峠）」と「織物」と「水」の町西桂～～

通年
(桜の時季がおすすめ)

山梨県 甲斐市商工会 期間限定
～ちょっとこうし！全国初！摘んで食べて桑の実体験～
"

6月1日(金)～10日(日)
（期間限定　土日除く）

静岡県 松崎町商工会 期間限定 女将のガイドと体験交流 9月以降
(土日･祝日･年末年始除く)

静岡県 伊豆の国市商工会 観る！食べる！学ぶ！伊豆の国満喫ツアー 10月～2月

大桑村商工会
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/26-13niigata-kamihayashi5.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-25_niigata-muikamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-62niigata-nou3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/R01-07niigata-higashikanbaragun.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/R01-07niigata-higashikanbaragun.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/R01-08niigata-kawaguchimachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-01_nagano-iitsunamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/25-29_nagano_takayamamura3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-41_nagano-ookuwamurasakura.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-42_nagano-ookuwamuraatera.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-42_nagano-ookuwamuraatera.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-43_nagano-asahimura2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/08/28-44nagano-nagawamachi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/12/29-01_nagano-tokurakamiyamada2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/09/29-04nagano_matsukawamachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-72nagano-tatsunomachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-2nagano-agematsumachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/R01-20nagano-karuizawamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-12_yamanashi-nishikatsuramachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-12_yamanashi-nishikatsuramachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/05/25-27_yamanashi-kaishi5.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/05/25-27_yamanashi-kaishi5.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-03_shizuoka-matsuzakicho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/10/24-11_shizuoka-izunokunishi3.pdf
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静岡県 伊豆市商工会 期間限定
ありがとうの気持ちが伝わる孝心の湯
「伊豆修善寺温泉」満喫プラン

2月11日(土)～3月5日(日)

静岡県 牧之原市商工会 NEW
遠州相良藩主田沼意次侯 生誕300年 本当の意次侯を
知っていただきたい!

随時

愛知県 武豊町商工会 醸造の町、武豊町を大満喫プラン 通年（土・日・祝・月除く）

愛知県 尾西商工会 旧美濃路街道[起宿]と湊屋御飯（旧湊屋文右衛門邸） 9月～11月　水曜日限定

岐阜県 関ヶ原町商工会 まるごと古戦場の町・史跡めぐり 5月～11月

岐阜県 海津市商工会 期間限定 「商売繁盛の神様お千代保さん参拝」と
「宝暦治水史跡」巡り

4月～10月

岐阜県 小坂町商工会 期間限定
～飲んで、食べて、入浴～
炭酸温泉＆宝物の滝で癒される

8月下旬から11月上旬

岐阜県 養老町商工会 期間限定 養老の滝めぐりとひょうたんアート作り体験 4～11月（土日連休は除く）

岐阜県 下呂商工会 期間限定 下呂　湯の華めぐり
4月～11月（土日・連休は除
く）

三重県 大紀町商工会
頭の神様を訪ねて癒しと体験の旅 in 大紀町
～ 大紀町商工会女性部によるおもてなし事業 ～

通年

三重県 東員町商工会 ローカル鉄道北勢線で「上げ馬神事」の歴史巡り 令和元年9月3日

三重県 紀宝町商工会 期間限定 ウミガメとふれあえる町　紀宝町 
三反帆（12月～3月中頃以外）
レモン狩【11月～1月）

三重県 桑名三川商工会 期間限定 多度・長島の古（いにしえ）と今をつなぐ体験ツアー 通年可

三重県 南伊勢町商工会 期間限定 豊かな自然で育った海の幸＆山の幸満喫プラン 10月下旬～12月中旬

三重県 志摩市商工会 期間限定 真珠のふるさとアクセサリー作りと海女小屋体験 9月～11月

富山県
南砺市商工会
（井波支部）

木彫りの瑞泉寺八日町通りと閑乗寺展望台・木彫体験 オールシーズン

富山県
南砺市商工会
（福光支部）

棟方志功が愛した福光まちめぐり オールシーズン

富山県
南砺市商工会
（福野支部）

「指定文化財・名勝をたずね
　福野の夜高まつりにふれる旅」

冬季除く

富山県
南砺市商工会
（五箇山支部）

期間限定 五箇山合掌めぐり 11月（祝・土・日 以外）

富山県
南砺市商工会
（利賀村支部）

期間限定 非日常空間で 心も体もリフレッシュ
6月・10月
（水曜以外の平日）
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-36_shizuoka-izushi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-36_shizuoka-izushi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-21shizuoka-makinohara.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-21shizuoka-makinohara.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-12aichi-taketoyocho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-17aichi-bisai.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/24-08gifu_sekigahara4.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-15_gifu-kaidushi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-15_gifu-kaidushi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/26-05guhu-osakacho1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/26-05guhu-osakacho1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/28-29_gifu_youroucho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-49_gifu-geroshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/27-12_mie-taikicho1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/27-12_mie-taikicho1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/27-29mie-touincho3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/05/29-05_mie-kihoucho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/29-57mie-kuwanasansen2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-20mie_minamiisecho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-5mie_shimashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/28-16_toyama-nantoshi_inami2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/28-17_toyama-nantoshi_fukumitsu2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-18toyama-nantoshi-fukuno3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-18toyama-nantoshi-fukuno3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-19toyama-nantoshi-gokayama2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/28-20_toyama-nantoshi_togamura2.pdf
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富山県
南砺市商工会
（井口支部）

期間限定 日本一の椿の里をめざして「椿」を楽しむ旅 4月～5月・11月～2月

富山県 期間限定 越中の小京都　二大祭　堪能の旅
5月4日（曳山祭）
9月敬老の日前の土・日（麦屋
祭）

富山県 期間限定
ここだけの歴史・景観・文化にめぐりあう
「越中の小京都・城端」

3月～11月

富山県 上市町商工会 期間限定
祈りの里「かみいち」で、心を清める写仏体験と
癒しを求めて

5月～11月

富山県 旧北陸道　鏝絵の町小杉　明治～大正～昭和の散歩道 通年可

富山県
自然に恵まれた パークゴルフの里 射水市 で 豊かな自然
と食で健康に

4月～11月

富山県 庄川町商工会 水の町、ゆずの町、木工の町、そして温泉郷の庄川 通年

富山県
小矢部商工会
（小矢部支所）

期間限定
加賀藩ゆかりの石動 いするぎ
　「食」と「歴史」にふれる　ぶらりまち歩き

 5月～11月（受付は1か月前迄に） 

富山県
小矢部商工会
（津沢支所）

期間限定
津沢夜高あんどん祭りを感じる！「ミニ田楽行燈色塗り
体験」と津沢よいとこめぐり

6月中旬～12月

富山県 富山市八尾山田商工会 越中八尾おわら踊り体験と町並み散策
６月～１１月（８月・９月を除
く）の平日

石川県 白山商工会 期間限定 白山スーパー林道・癒やしの旅 9月1日～11月10日

石川県 野々市市商工会 期間限定 ののいち草木染体験 4月～11月

石川県 鶴来商工会 期間限定 ほうらい寿司作り体験
9月～11月
（ほうらい祭りの期間を除く）

石川県 能登鹿北商工会 期間限定 仲代達矢が惚れた町　なかじま！ 要相談

石川県 美川商工会 期間限定 石川のルーツの町で、伝統と文化にふれよう!! 6月～12月（月曜日除く）

石川県 森本商工会 空き店舗対策にぎわい創生プロジェクト 通年（定休日あり）

石川県 川北町商工会 期間限定 伝統工芸士から学ぶ手すき和紙づくり体験 10月

石川県 能美市商工会 期間限定 笑顔でつなぐ「移動販売」と地元の特産品めぐり 4～9月

石川県 山中商工会 更新 美しい自然の中　楽しい体験と散策　～山中温泉～ 6月～3月

石川県 かほく市商工会 期間限定 西田幾多郎が愛した故郷（かほく）　ぶらり旅 4月～12月

南砺市商工会
（城端支部）

射水市商工会
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/28-21_toyama-nantoshi_inokuchi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-10_toyama-nantoshi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/26-10_toyama-nantosh_jouhanai1-2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/26-10_toyama-nantosh_jouhanai1-2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/28-25_toyama-kamiichimachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/28-25_toyama-kamiichimachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/09/28-34toyama_imizushi3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/31-5toyama_imizushi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/31-5toyama_imizushi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/29-73_toyama-shoukawa.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/29-68_toyama-oyabe-oyabe.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/29-68_toyama-oyabe-oyabe.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/29-69_toyama-oyabe-tsuzawa.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/29-69_toyama-oyabe-tsuzawa.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-19toyama_toyamashiyatsuoyamaga2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-07_ishikawa-hakusan.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/25-19_isikawa-nonoichishi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/06/27-05_ishikawa-tsurugi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/27-09ishikawa-notorokuhoku2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-10_ishikawa_mikawa2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-26_ishikawa-morimoto2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-27_ishikawa-kawakitamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-01_ishikawa_nomishi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-02ishikawa_yamana2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-03_ishikawa_kahokushi.pdf
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石川県 津幡町商工会 期間限定 森林で心身をリフレッシュ、そして、あかりで癒されよう5月～10月

石川県 内灘町商工会 期間限定 内灘ロマンスツアー 4月 と 9月

石川県 羽咋市商工会 期間限定 UFOツアー 7月～9月

石川県 富来商工会 世界に一つだけ♡　さくら貝のストラップ制作体験
通年
（事前にご相談ください）

石川県 志賀町商工会 期間限定 能登里山里海の自然に囲まれた「ころ柿」の郷へようこそ！！ 6月～10月頃

石川県 宝達志水町商工会 期間限定 加賀百万石の礎は末森合戦から！！ 10月22日（土）

石川県 中能登町商工会 期間限定 繊維のまち・古墳のまち　つながり隊とまち巡り 4月～11月

石川県 門前町商工会 期間限定 凛とした禅の里山を感じてみては 10月下旬

石川県 穴水町商工会 期間限定
まいもんの里穴水
冬の味覚 「能登牡蠣 」 堪能プラン！

1/10～3/31
（特別イベントは不可）

石川県 能登町商工会 期間限定 ブルーベリーの摘み取りとブルーベリージャム作り体験 6月下旬から7月上旬

滋賀県 湖南市商工会 期間限定 森林浴を楽しみながら歴史を探す 8月～9月中旬

滋賀県
甲賀市商工会
(水口支所)

曳山とともに巡る水口 ☆
　歴史と文化の街道あるき＆座禅体験

木曜･金曜と
年末年始以外いつでも

滋賀県
甲賀市商工会
(土山支所)

てくてく歩こう 「土山宿」
年中可（ただし冬季は冷え込みま
す）

滋賀県
甲賀市商工会
(甲賀支所)

随筆家・白洲正子が愛した「かくれ里」
～追体験の旅～

年中 （リンゴの花が咲く春や コ
スモスが咲く秋がおすすめ

滋賀県
甲賀市商工会
(甲南支所)

忍びの里　健脚プラン 4月～12月

滋賀県
甲賀市商工会
(信楽支所)

信楽　お茶と陶器のよくばりコース
春・秋の平日（年中受け入れ可能
だが、散策路を歩くので夏と冬は
△）

滋賀県
米原市商工会
（伊吹地区）

期間限定 伊吹・薬草の里でべっぴんさん！！ 5月～10月

滋賀県
米原市商工会
（米原地区）

期間限定 醒井湧水の里でべっぴんさん！！ 7月～8月

滋賀県
米原市商工会
（山東地区）

期間限定
寺院（じ～ん）と心のべっぴんさん！
～歴史が動いた寺巡り～

4月～11月

滋賀県
米原市商工会
（近江地区）

期間限定 まゆだまでべっぴんさん～母なるびわ湖で癒しの旅～ 6月～8月
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-04_ishikawa_tsubatamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-05_ishikawa_uchinadamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-06_ishikawa_hakuishi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-07_ishikawa_togi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-08_ishikawa_shikamachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-09_ishikawa_houdatsushimizucho4.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-10_ishikawa_nakanotomachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-11_ishikawa_monzenmachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-12_ishikawa_anamizumachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-12_ishikawa_anamizumachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-13_ishikawa_notocho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/04/24-18shiga-konanshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/24-19shiga-koukashi-minakuchi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/24-19shiga-koukashi-minakuchi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/24-20shiga-koukashi-tsuchiyama2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/24-21shiga-koukashi-kouka2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/24-21shiga-koukashi-kouka2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/24-22shiga-koukashi-kounan2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/24-23shiga-koukashi-sigaraki2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/27-02shiga-maibarashi-ibuki.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/28-14shiga-maibarashi-maibara.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-03shiga-maibarashi-santou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-03shiga-maibarashi-santou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-07shiga-maibarashi-omi.pdf
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滋賀県 東近江市商工会
特産の『あかそば打ち体験』と、近江商人の生活文化を
学ぶ『近江商人屋敷見学』金堂まち歩きツアー

通年

滋賀県
東近江市商工会
（永源寺地区）

春の和のおもてなしプラン 4月～5月

京都府
福知山市商工会
(三和支所)

「ギネス認定・世界一高いブランコ」
「世界大会可能なペタンクコート」
「～丹波の食～工場見学」　三和町体験プラン

通年

京都府
福知山市商工会
(夜久野支所)

期間限定
やくの自然満喫ツアー
～夜久野体験プラン～

3月～11月中

京都府
福知山市商工会
(大江支所)

大江山鬼伝説・鬼の里ぶらりツアー
～大江体験プラン～

通年

京都府 与謝野町商工会 期間限定
絹織物の里・与謝野『ちりめん街道』散策と古代の丘で
勾玉つくり体験

5月～11月

京都府 京北商工会 期間限定 樹齢８００年！伏条台杉群の森を体験 ４月～１０月

奈良県 高取町商工会 期間限定 町家の雛めぐり 3月1日～31日

奈良県 大和郡山市商工会 金魚の泳ぐ城下町散策プラン 4月～6月、9月～10月

大阪府 富田林商工会
江戸時代の寺社・歴史的町並み　古き良き文化を五感で
体験

１月第２土曜日、３月第２土・日曜
日、８月第４土曜日

和歌山県 湯浅町商工会 醤油発祥の地 紀州湯浅 町並み散策としらす丼の味わい 12月

和歌山県 みなべ町商工会 梅の里みなべの梅しごと体験と梅林カントリーウオーク 通年

鳥取県 湯梨浜町 天女の里・湯梨浜町の美商女に会いに来て♡ 通年

島根県 西ノ島町商工会 期間限定 西ノ島町商工会女性部によるおもてなし事業 5～6月

島根県 隠岐國商工会
キンニャモニャのまち ＊
隠岐民謡「キンニャモニャ」体験プラン！

いつでも

島根県 隠岐の島町商工会 期間限定
隠岐片麻岩・隠岐黒曜石のストラップづくりと
ヒオウギ貝アート体験

9月～10月

岡山県 備中西商工会
歴史に触れて！体験して！食べて！
楽しい一日ツアー

4月～11月

岡山県 みまさか商工会 ようこそスポーツといで湯のまちみまさかへ 10月～11月

岡山県 備前東商工会 海も山も！両方の魅力をご堪能あれ！ 11月上旬～2月下旬

岡山県 作州津山商工会 悠久のロマンを求め　いざ奈義へ 4月～11月（要連絡）
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/29-07shiga_hagashioumishi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/29-07shiga_hagashioumishi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/05/30-05shiga-higashioumishi-eigenji.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-07_kyoto-fukuchiyama-sanwa.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-07_kyoto-fukuchiyama-sanwa.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-07_kyoto-fukuchiyama-sanwa.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-08_kyoto-fukuchiyama-yakuno.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-08_kyoto-fukuchiyama-yakuno.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-09_kyoto-fukuchiyama-ooe.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-09_kyoto-fukuchiyama-ooe.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/26-08kyoto-yosanocho3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/26-08kyoto-yosanocho3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/29-75_kyoto-keihoku.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/29-74_nara-takatorimachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/30-08_nara-yamatokooriyamashi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-24oosaka-tondabayashi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/30-24oosaka-tondabayashi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/25-18wakayama-yuasa5.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-22_wakayama-minabecho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/31-2_tottori-yurihamacho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/02/24-09_shimane-nishinoshimachou2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-14_shimane-okinokuni.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-14_shimane-okinokuni.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-10_shimane-okinoshimacho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-10_shimane-okinoshimacho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/25-05okayama-bicchunishi5.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/25-05okayama-bicchunishi5.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/25-06okayama-mimasaka3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/25-24okayama-bizenhigashi4.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/28-15okayama-sakushutsuyama4.pdf
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岡山県 浅口商工会 酒と魚と瀬戸内海＆地域のいいもん「探訪」ツアー 4月～11月（要連絡）

岡山県 久米郡商工会 くめぐ～～んとまわり旅 7月から1月（要連絡）

広島県 広島県央商工会 酒都から寄り道　田舎体験
通年
（鑑賞は時期による）

香川県 琴平町商工会 こんぴら歌舞伎絵看板まちめぐり 通年

愛媛県 内子町商工会 山の恵み草木染め体験と手すき和紙の折り紙を体験してみませんか？ 通年（予約必要）

高知県 香南市商工会 『南国土佐へきてみいや！』海･空･食･酒･歌舞伎で彩る５色物語 通年（7月・8月は除く）

福岡県 宇美町商工会 期間限定
絵封筒やアートフラワー作りの楽しさや、
老舗酒蔵などを見学して見聞を広めよう

6月～11月

福岡県 飯塚市商工会 期間限定
悠久のロマン！筑前六宿ときめきツアー
貴女が主役

6月以降
(土日･祝日除く）

福岡県 うきは市商工会 湧水と緑とフルーツの里でお・も・て・な・し
うきはの四季をまるごと体験

通年

福岡県 嘉麻市
か ま し

商工会 期間限定
笑顔と自然がみなぎる嘉麻
～ 嘉麻市商工会女性部によるおもてなし事業 ～

6月～8月

福岡県 八女市商工会 期間限定 八女の郷　「花々を巡る　ゆったり、のんびり紀行」
6月から可能（土・日・祭日年末
年始を除く）

福岡県 篠栗町商工会
森の力で、癒されよう。篠栗町のお寺と森で心と身体を
リフレッシュ！

5月～11月

福岡県 広川町商工会 伝統工芸に触れてオリジナルコサージュ作り体験 通年

福岡県 糸島市商工会 期間限定 おもしろ探し・糸島ツアー
5月～11月末
（7・8月を除く）

福岡県 芦屋町商工会 Ａｓｈｉｙａｇｒａｍ　＃あしやの歴史を訪ねて 通年

福岡県 みやこ町商工会 パワースポットと手造りジャム体験わくわく女子旅 通年（土日祝日不可）

福岡県 古賀市商工会 ちょっと都会の田舎にきんしゃい 通年

佐賀県 唐津上場商工会 茶々様（淀君）癒しの里～肥前名護屋城跡さるき～
6月～11月
（土、日、祭日、年末年始除く）

佐賀県 佐賀市北商工会 期間限定 湯っつら～とＳagaの奥座敷で癒しのひとときを
4月～11月
（土・日・祝日除く）

佐賀県 太良町商工会 豊食の町で気持ちもおなかも“たらふく” 通年（土・日・祝日除く）
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http://women.shokokai.or.jp/introduction/omotenashi-3/
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/28-49okayama-asakuchi4.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/R01-09okayama-kumegun.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-47_hiroshima_hiroshimakenou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/05/30-06kagawa-kotohiracho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/30-11ehime-uchikocho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/01-11kouchi-kounanshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/24-04_fukuoka-umimachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/24-04_fukuoka-umimachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-06_fukuoka-iizukashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/24-06_fukuoka-iizukashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-21_fukuoka-ukihashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-21_fukuoka-ukihashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-04_fukuoka-kamashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-04_fukuoka-kamashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-03_fukuoka_yameshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/27-06fukuoka-sasagurimachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/27-06fukuoka-sasagurimachi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-11_fukuoka_hirokawacho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-26_fukuoka_itoshimashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/28-39_fukuoka-ashiyamachi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-46_fukuoka_miyakomachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/11/29-61_fukuoka-kogashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/28-33saga_karatsuuwaba2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-38_saga-sagashikita.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/29-65saga-taracho2.pdf
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佐賀県 武雄市商工会
陶芸、手芸教室体験で世界に一つしかない作品を作りま
せんか

通年

佐賀県 嬉野市商工会 おもしろ探し“うれしのツアー” 4月～11月（土、日、祝日除く）

佐賀県 白石町商工会 地元食材こだわったグルメ堪能プラン 11月～４月

佐賀県 大町町商工会
長崎街道歴史ロマン
働く女性のためのパワースポット巡り

通年

長崎県 壱岐市商工会 玄界灘の宝石箱 壱岐 へでかけよう 通年

長崎県 新上五島町商工会
～明日の世界遺産へ出会う島～
上五島へ来て見らんかな

通年

長崎県 東彼商工会 選べる！！「見る・食べる・手作り体験」満喫プラン
通年
（ソーセージ体験11月～3月休み）
（かかし見学9/24～10月上旬）

長崎県 三重商工会
夕日がきれいなキリシタンの郷へでかけませんか （遠藤
周作が愛した町）

通年

長崎県 有明町商工会 期間限定 癒しと安らぎの有明の花めぐり観光 9月～10月

長崎県 佐世保市北部商工会 佐世保市北部よかとこ・うまかもんツアー 通年

長崎県 琴海商工会 大人のア－ト体験　　石版をつくろう！ 通年（２週間前までに予約）

長崎県 平戸市商工会 ひらどの自然を満喫しよう!! 通年

長崎県 宇久町商工会 期間限定 みんなで体験、かんころ餅づくり‼ 1月～5月

長崎県 諫早市商工会 「幻の高来そば」のそば打ち体験 通年

長崎県 諫早市商工会 期間限定
蜜柑色の冬休み　聖地を巡るとっておきの道標（みちし
るべ）

11月限定

長崎県 東長崎商工会 楽しくさるいて、お話ししましょう🎶 通年

長崎県 西そのぎ商工会 期間限定 大地のめぐみいっぱいみかん狩り体験！ 10月～12月

長崎県 南島原市商工会
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」と自然・
食にふれるプラン

通年（期間限定プラン有）

長崎県 小値賀町商工会 日本で最も美しい島・おぢかへ行こう！ 通年 

長崎県 西海市商工会 歴史とロマン輝く西海路へようこそ 通年 
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/02/29-67_saga-takeoshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/02/29-67_saga-takeoshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/30-2saga-ureshinoshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/30-3saga-shiroishicho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/31-01_saga-oomachicho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/31-01_saga-oomachicho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-02_nagasaki-ikishi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/25-13_nagasaki-shinkamigotocho3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/25-13_nagasaki-shinkamigotocho3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/28-30_nagasaki-touhi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/29-09_nagasaki-mie1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/29-09_nagasaki-mie1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/07/29-11_nagasaki-ariakecho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/08/29-13_nagasaki-saseboshihokubu2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/02/29-66_nagsaki-kinkai.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-16_nagasaki-hiradoshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-17_nagasaki-ukumachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/29-18nagasaki-isahayashi3.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-52_nagasaki-isahayashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-52_nagasaki-isahayashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-20_nagasaki-higashinagasaki.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-21_nagasaki-nishisonogi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-22_nagasaki-minamishimabarashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-22_nagasaki-minamishimabarashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/29-23_nagasaki-ojikacyou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-51_nagasaki-saikaishi.pdf
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長崎県
ジオパーク「小浜温泉」と「南串山町」編 ・・・　じゃ
がいも＆温泉玉子のお土産付き　・・・

通年 

長崎県 期間限定 ロマンと癒しを求めて…しばし時を止めてみませんか？ ①2月期間限定　②3-11月 

長崎県 期間限定 自然と歴史が織りなす美しさ体感プラン 1月初旬～4月初旬

長崎県 期間限定 ～愛の聖地「愛の町」から愛しのわが妻「吾妻町」巡り～ 4月～6月

長崎県 松浦市福鷹商工会 「福の島」から「鷹らの島」へ　歴史ロマンの旅 通年 

長崎県 佐々町商工会 期間限定
おもてなし“ふるさと農園” ～おじいちゃんおばあちゃ
んの家に帰ったように～

５月、８月、９月、１０月 

長崎県 対馬商工会 自然豊かな対馬を満喫！！  通年 

長崎県 長崎南商工会 「明治日本の産業革命遺産」をご紹介します！  年末年始(12/29～1/3)を除く 

長崎県 五島市商工会 期間限定
自然豊かな島、伝統の味 「山下んそば」 を楽しみに　
五島に こんかな！

冬場（11月～2月）

熊本県 熊本市託麻商工会
”自然とのふれあい”　
託麻新四国八十八ヶ所巡礼ウォーキング

通年（雨天中止）

熊本県 菊池市商工会 期間限定 ひな祭りと日本の名湯百選温泉旅館での癒しのツアー 2月～3月

熊本県 上天草市商工会 美と癒しと食の楽園　上天草でおもてなし 通年

熊本県 大津町商工会
循環型社会を目指して子供環境教室への
女性部の取り組み

8月以外

熊本県 高森町商工会 郷土料理”ふ菜やき”の試食会 5月から11月まで

大分県 野津町商工会 期間限定 吉四六さんの八十八カ所巡り 9月～12月

大分県 中津市しもげ商工会
メイプル耶馬サイクリングロードが繋ぐ、
歴史・名所めぐり

通年

大分県 佐伯市番匠商工会 期間限定 フラワーアレンジメントで「ひなまつり」 1月～3月

大分県
国東市商工会
（国見支部）

アートな気分にひたらんかえ！
国見町工房・ギャラリーめぐり

通年

大分県 国東市商工会 弥生時代へタイムスリップ！古代の生活１日体験 通年

大分県 豊後大野市商工会 期間限定
ジオパーク認定“東洋のナイヤガラ”（原尻の滝）
“水車のある町”を散策

4月～11月

雲仙市商工会
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-53_nagasaki-unzenshi1-1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-53_nagasaki-unzenshi1-1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-60_nagasaki-unzenshi2-1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/12/29-64_nagasaki-unzenshi3-1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/05/30-09nagasaki-unzenshi-azumaaino.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-54_nagasaki-matsuurashifukutaka.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-55_nagasaki-sazachou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-55_nagasaki-sazachou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-56_nagasaki-tsushimashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/29-59_nagasaki-nagasakiminami.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/12/29-63_nagasaki-gotou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/12/29-63_nagasaki-gotou.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-09_kumamoto-kumamotoshitakuma.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-09_kumamoto-kumamotoshitakuma.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-23_kumamoto-kikuchishi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/26-24kumamoto-kamiamakusashi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-27_kumamoto_oodumachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-27_kumamoto_oodumachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/31-04kumamoto-takamorimachi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-20_ooita-notsumachi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-21_ooita-nakatsushimoge.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-21_ooita-nakatsushimoge.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/27-22_ooita-saikishi_bansho2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/05/27-24_ooita-kunisakikunimi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/05/27-24_ooita-kunisakikunimi1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/07/30-16ooita-kunisakishi2-1.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-22_ooita-bungooonoshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/28-22_ooita-bungooonoshi.pdf


令和元年10月7日

全国商工会女性部連合会

県名 商工会女性部名 受入可能期間

～ 地域の魅力“いいとこ”“いいもの”発信！ ～

プラン名称（クリックすると詳細をご覧いただけます）

全女性連公式ホームページ　おもてなし交流事業専用ページはこちらをクリック！！！

商工会女性部 おもてなし交流事業 ｢おもてなしプラン｣ のご案内

http://women.shokokai.or.jp/introduction/omotenashi-3/

大分県 由布市商工会 特産品“庄内梨”の梨狩りを体験！  8月15日～9月15日

宮崎県 川南町商工会 日本一の軽トラ市を歩いてみませんか 通年

鹿児島県 伊佐市商工会 ようこそ自然がいっぱいの 鹿児島の北海道　伊佐市へ 通年

鹿児島県 霧島市商工会 期間限定 霧島の雄大な自然、温泉、食と
日本一のおもてなし体験プラン

6月～1月

鹿児島県 薩摩川内市商工会 自然・歴史・温泉をめぐる旅へようこそ 通年

鹿児島県 南九州市商工会
南九州の魅力満載！！
パワースポット巡り～釜蓋神社・番所鼻公園～

通年可

鹿児島県 屋久島町商工会 世界遺産の悠久時間を楽しむ贅沢プラン 通年

沖縄県 南城市商工会 期間限定 世界遺産　斎場御嶽（セーファウタキ）　と地域めぐり 7月～12月

沖縄県 糸満市商工会 期間限定 旧暦行事十五夜のいざない　「道ズネーと大綱引」 旧暦の８月１５日

沖縄県 名護市商工会 名護まるまる満喫♪滞在時間で選べるチョイスプラン 通年
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http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2018/08/30-17ooita-yufushi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-21_miyazaki-kawaminamicho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/24-17_kagoshima-isashi2.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-03_kagoshima-kirishimashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-03_kagoshima-kirishimashi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/25-20_kagoshima-satsumasendaishi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-12_kagoshima-minamikyusyushi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-12_kagoshima-minamikyusyushi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/30-4kagoshima-yakushimacho.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/26-17_okinawa-nanjyoshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2017/09/29-19_okinawa-itomanshi.pdf
http://women.shokokai.or.jp/wps/wp-content/uploads/2019/06/R01-06okinawa-nagoshi.pdf

