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2018年秋のプログラム一覧
No.

プログラム名

地区

長門で「あそぶ」

１

俵山の草木で染色 世界で１枚のハンカチ作り

俵山

２

海辺のコンテナカフェで「山猿」の酒粕石けん作り

仙崎

３

シャボン玉おじさんのわくわくシャボン玉教室

仙崎

４

透き通る海は魚の宝庫 波止場でフィッシング※

通

５

舞台裏を探検 歌舞伎なりきりツアー

仙崎

６

夜のセンザキッチンで季節を感じるリース作り

仙崎

７

Change of pace レトロな雰囲気に包まれて

渋木

No.

プログラム名

レトロな場所でヨガ体験

地区

漬物名人に習う浅漬け物 新米のおにぎりとともに

俵山

９

秋の味覚を大満喫 俵山でとれたてを味わおう

俵山

10

100 年の歴史を感じる老舗であなたも醤油杜氏に

日置

11

養殖場見学ツアー 特製の海鮮丼にも舌鼓

三隅

12

古き良き街並みを散策 古市レトロでバザール

日置

13

最高のおつまみ イカのスルメを作ろう

14

やきとりの聖地で職人体験 焼きたての味を大満喫

深川

15

見習いハンターと一緒に「ローストディア」作り※

俵山

16

仲買人と行く魚市場見学 自分で捌く地魚の朝食付き

仙崎

17

朝から贅沢 とらふく三昧 魚市場見学と薄引き体験※

仙崎

18

焼きたてを満喫 製菓工場でドーナツ作り

深川

19

ONSEN・ガストロノミーウォーキング in 長門・俵山温泉

俵山

No.

プログラム名

地区

長門で「たべる」

８

地魚の朝食作り

通

長門で「めぐる」

20

おとずれ散歩…古から今をめぐる

21

コースはあなたが決める ながと旅ラン 2018

22

仙崎チャリ旅 仙崎八景と廃校カフェ

23

捕鯨の里を眺めながら 遊漁船で航海体験※

24

湯本と俵山をつなぐ旧街道を歩こう

25

いこいの森で山頂ランチ サイクリング＆トレッキング

三隅

26

明治維新の礎を築いた 村田清風に思いを馳せて※

三隅

湯本

仙崎チャリ旅

俵山・油谷
仙崎
通
湯本・俵山

※は最少催行人数に達しなかった等の理由により、催行中止としたプログラム

公式ガイドブック（写真右）
写真を中心に体験観光プログラムを紹介する 20 ページの公式ガイドブック。
今回は市内外の各地に設置し、半数以上の参加者がこの１冊をきっかけに申し込まれました。
本協会では、次回（詳細は本紙４ページ）もガイドブックの制作を予定しています。

たべる

串打ちから教わるやきとり職

人体験や、魚市場見学と地魚の

朝食作り、俵山の漬物や通のス

ルメ作りなど、お腹も心も大満

足の体験が集まった「たべる」。

参加者同士の交流も楽しみな

がら、作り方や家庭でも使える

コツを学んだり、蔵や養殖場を

見学したりと、いろいろな角度

から食を満喫。できたての刺身

や漬物、焼きたてのやきとりや

ドーナツなど、楽しい時間の後

に味わうおいしさに「感動した」

と話す参加者も見られました。

めぐる

長 門 湯 本 温 泉 の ま ち 歩 き や、

道の駅センザキッチンの観光案

内所を出発点として、自転車で

仙崎・三隅をめぐるプログラム

など、地域の自然や歴史を再発

見できるのが「めぐる」。

市内の方でも知らない場所を

地域の皆さんが案内し、廃校や

山頂といった特別な場所での休

憩と合わせて「長門市にこんな

ところがあったんだ」と驚きの

声が上がる場面もありました。
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ナガトリップ 2019

体験観光プログラム募集

2019年夏のプログラム主催者を募集中
第２回となる「ナガトリップ 2019」の開催時期は、2019 年７〜８月の２ヶ月間。
本協会では、体験観光プログラムを企画・運営していただける企業・団体・個人の皆さんを募集しています。
「長門市のファン、自分たちのお店や企業のファンを増やしたい」「観光客を案内し、長門市のさまざまな魅力を伝
えたい」そんな皆さんの思いを、一緒に体験観光プログラムとしてつくりあげていきましょう。

募集要項
１

（４）体験料金は実施者において決定

開催期間
2019 年７月１日（月）～８月 31 日（土）

※体験終了後、１名につき参加料の 10％の事務手数料
を観光コンベンション協会に納付（10％が 200 円に

主催 （一社）長門市観光コンベンション協会

２

共催

満たない場合は 200 円とする）

長門商工会議所

（５）参加料金の支払いは当日とし、徴収は実施者

※長門市観光コンベンション協会は、一括して参加申
込の受付やガイドブック制作、情報発信を担当

４

申込方法
必要事項を記入した申込用紙を長門市観光コンベン

３

ション協会へ提出（FAX・メール可）

プログラム募集要項

（１）期間中に市内で開催されること

※申込用紙は、長門市観光サイト「ななび」からダウ

（２）現地集合、現地解散であること

ンロード可

（３）下記の点をすべて満たしたプログラム
①長門市らしさ（自然・伝統文化・食・歴史・まちなみ）
が感じられるもの

５

申込期間
2019 年１月 17 日（木）～２月 22 日（金）

②季節感が感じられるもの

※締め切り後、事務局で審査のうえ、ガイドブックへ

③ターゲットが明確なもの（何歳ぐらいの、どんな人

の掲載を決定します

に来てほしいか）

編集後記
初開催となった秋のナガトリップでは、ほぼ
すべてのプログラムに足を運び、シャッター
を切らせていただきました▼参加者の皆さん
からは、体験の「楽しさ」や「おいしさ」だ
けでなく、主催の皆さんとの会話や会場の雰
囲気が深く印象に残ったという感想をよく耳
にしました▼「長門の人に出会えて良かった」
次回もそんなおもてなしと特別な時間を、一
緒につくりあげていければと思います。
（た）

最新情報は「ななび」から
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