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震災以後の創造的な福祉と
ま ち づ く り に 出 会 う 旅（ 日 帰 り ）

山の農園での環境学習

しんせいの紙芝居

2011 年 3 月に発生した東日本大震災は、私たちの心の深いところでこれまでの生き方やはたらき方を顧みる契機となりま
した。震災から10 年以上たった東北の地には、さまざまな困難を前にして、これまでの立場を超えお互いが支え合い、ゆた
かに人生を切り開いていく人間の知恵がたくさん蓄積されています。Good Job! Travel FUKUSHIMA 2022 では、震
災後の障害のある人の仕事づくりを、多様な関わりのなかでうみだしてきた NPO しんせいさんを訪ねます。これからのは
たらくを考える機会、ぜひご参加ください。

ツアースケジュール

11:20

17:15

JR 郡山駅＝（タクシー）＝NPO 法人しんせい 山の農園＝（タクシー）＝JR 郡山駅
タクシーに分乗し、山の農園へ。

12:10

山の農園到着後、昼食

13:00

山の農園散策とワークショップ。障害のある利用者の方たちと共に時間を過ごします。

14:45

代表富永美保さんからのお話とディスカッション

16:30

山の農園より、タクシーに分乗して JR 郡山駅へ

17:15

着後、解散

GoodJob!Travel FUKUSHIMA 2022
日程：2022 年 11 月 25 日（金）（一日）
参加費：13,000 円（税込）
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各自、JR 郡山駅集合
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ツアー詳細

11:20

山のにんじんカレー

Travel とは？
全国各地で実践される、あたらしい生き方、はたらき方に
挑戦する福祉の現場を訪れ、そこに関わる地域や人の魅力

昼食込み

を丸ごと体験するツアーです。

定員：16 人

づくりやアートに興味のある方、多様な人が豊かに生きる

最少催行人数：7 人

※現地までの交通費は参加者負担となります。

障害のある人とつくる新しい働き方に関心のある方、もの
地域づくりについて学びたい方、その他、この旅を通じて
学びを深めたい幅広い方のご参加をお待ちしています。

福島ツアー 訪問先紹介
山の農園（福島県郡山市）
NPO 法人しんせいは、東日本大震災・原発事故の影響で移住を余儀なくされた障
害のある人を支援するため、2011 年 3 月から活動を始めました。以降、福祉団体
や企業とも連携しさまざまな仕事をつくってきました。そして、もう一度、農業の
仕事に就きたいという障害のある人たちの夢をかなえるべく、2019 年にひらいた
のが「山の農園」
。身体にやさしく冷めてもおいしい、非常食にもなる「山のにん
じんカレー」の開発や共生社会を考え環境学習を行う「山の学校」も開校しました。
秋の紅葉が美しい山の学校で、
「山のにんじんカレー」をいただきながら、しんせ
いのメンバーのみなさんや代表の富永美保さんからこれまでの歩みをお伺いし、
これからの「はたらく」を考えます。

GoodJob!Travel FUKUSHIMA 2022
ツアーコード
出発日

現地コーディネーターからのメッセージ

GJT002

東北に会いに来てください。私たちのこの 11 年
は、とてつもなく熱く、そして温かい活動です。
震災からの復興、過疎化、少子高齢化、地方創
生などの課題にも、揺さぶられることなく、今、
ここに生きています。
そこに、障害のある人たちの生き方がどう関わり
あっているのか。みなさんと一緒に考えられるこ
とを楽しみにしています。

11 月 25 日 ( 金 )

旅行日数

1 日間

旅行代金

13,000 円 ( 税込 )
※中学生以上はおとな料金となります。こども料金についてはお問合せくだ
さい。

ご集合 / ご出発
食事
募集人員
最少催行人数

JR 郡山駅 (1 階中央口改札 ) 11:20 集合 11:30 出発
昼食 1 回（朝 × 昼 ◯ 夜 ×）

柴崎由美子（NPO 法人エイブル・アート・ジャパン代表理事）

16 名
7名
※参加者数が上記人数に満たないために旅行が実施されない場合は、旅行
開始日の前日から起算して遡って 13 日前に当たる日より前にお知らせい
たします。

添乗員

下記リンク先フォームよりお申し込みください。

同行します

利用バス会社

郡山観光交通株式会社（タクシー）

予約受付締切

2022 年 10 月 25 日 ( 火 )

申込・支払方法

旅行の申込み方法
https://forms.gle/xUCfK4kawx2wFHA3A

申込フォームをお送りいただいた後、事前カード決済のご案内をいたします。
（VISA、Master、Amex、JCB）
。
※カード決済日を旅行契約成立日とさせていただきます。

服装
ご注意

スニーカーなど疲れにくい靴でお越しください。

•

・JR 郡山駅までの交通費はお客様負担となります。
・アレルギーなど食事に制限がある方、その他特別な配慮を必要とする方
は、ツアー予約時にその旨お申し出ください。
・ご参加の際は、国内旅行保険に加入されることをおすすめします。
・全ての掲載写真はイメージです。
・行程の時間は、あくまで目安です。当日の天候などによって時間や内容
を変更する場合がございます。予めご了承ください。
・コロナ感染症対策としてご出発当日の検温をお願いしております。体温

旅行に関するお問合せ：

株式会社 UNA ラボラトリーズ

（福岡県知事登録旅行業 2-951 号）
〒810-0022

福岡県福岡市中央区薬院 3-12-22-302

Tel: 092-982-7956

E-mail: tour@unalabs.jp

営業日・営業時間：月曜日〜金曜日 10:00 〜 17:00
土、日、祝日休業

が 37.5 度以上の方はツアーにご参加いただけませんので、事前の健康
管理をお願いします。
・新型コロナウィルス感染状況等により円滑な実施が困難となった場合は
催行を中止します。中止となった場合、旅行代金は全額ご返金いたします。
・当ツアー中に表記の「おとな」は中学生以上、
「こども」は小学生以上
となります。
・ご予約前に必ず国内募集型企画旅行ご旅行条件書をお読みください。
旅行企画・実施

株式会社 UNA ラボラトリーズ（福岡県知事登録旅行業 2-951 号）
〒810-0022

福岡県福岡市中央区薬院 3-12-22-302

Tel: 092-982-7956

E-mail: tour@unalabs.jp

国内旅行業務取扱管理者：田村あや、八幡憲子、渡邊令
※この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮な
く上記の取扱管理者にお尋ねください。
※この旅行は、株式会社 UNA ラボラトリーズが企画・実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は募集旅行契約を締結することになります。
※その他の旅行条件は、別途お渡しする旅行条件書面、契約書面、確定書面
（最終旅行説明書）および当社旅行業約款募集型企画旅行契約によります。
キャンセルポリシー ・3 日前〜 2 日前の解除
・前日の解除

旅行代金の 30％

旅行代金の 40％

• 当日の解除 旅行代金の 50％
• 無連絡の不参加・旅行開始後の 解除 旅行代金の 100％

［関連企画のご案内］

Good Job!Travel MIYAGI2022

福島ツアーの翌日に宮城ツアーも実施します！

日時：11 月 26 日 ( 土 )、27 日（日）（一泊二日）
参加費：53,000 円（税込）
定員：25 人
最小催行人数：15 人
※
※詳細は http://tanpoponoye.org/ または
https://goodjobtravel.jp/（10 月1 日更新予定）をご覧ください。

GoodJob! プロジェクトに関するお問い合わせ
Good Job! Project（一般財団法人たんぽぽの家 内）
〒630-8044 奈良県奈良市六条西 3-25-4
Tel: 0742-43-7055 Fax: 0742-49-5501
E-mail: goodjob@popo.or.jp

※旅行のお問合せは上記 UNA ラボラトリーズへご連絡ください。

