①
区画オーナー⽥んぼ
初めての⽅も、おひとり様も。お⽶、⾃分で作ってみませんか？
苗づくりから、⽥植え、稲刈り、稲架がけまで、農薬を使わず⼿作業を基本に⾏います。
⼀緒に楽しく、「⾃分で作る」ことも⼤事にしながらの⽶づくりです。

募集詳細
＊参加費：20,000円/区画（約90㎡）
＊定員 ：８区画
＊年間作業：約10回
＊特典 ：⾃分で育てたお⽶20ｋｇ（天⽇⼲し⽞⽶）

スケジュール
夏

春
4⽉：種まき
オリエンテーション
5⽉：⽥植え

6⽉：⽣き物観察会
草取り
7⽉：草取り

秋・冬
9⽉ ：稲架づくり
10⽉：稲刈り・脱穀・籾すり
11⽉：わら細⼯体験

※詳しいスケジュールは別途ご案内します。
また、気象条件等により前後する可能性があります。

②
ぶどう倶楽部
植⽥さんご夫婦のぶどう農園をお⼿伝いするかたちで、1年間かけてぶどう栽培を学びませんか？
愛東にある、環境こだわり農作物認証ぶどう園での作業になります。

募集詳細
＊参加費：10,000円／⼈（中学⽣以上）
＊定員 ：15名
＊年間作業：約12回
（1回の作業は基本9：00〜12：00）
＊特典：⾃分で育てたぶどう3.5kg
※お⼦さま連れの参加については、ご相談ください。

スケジュール
春
4⽉：オリエンテーション
：被覆張り
：ネット張り
5⽉： 芽かき
房づくり
ジベレリン処理1

夏

秋・冬

6⽉：摘粒
ジベレリン処理2

9⽉ ：収穫
10⽉：ネット外し

7⽉：袋かけ
被覆はがし

11~12⽉：仮剪定・交流会
：ジャムつくり
※詳しいスケジュールは別途ご案内します。
また、気象条件等により前後する可能性があります。

③
お茶っぱーず
⼼地よい茶園の緑に囲まれて学ぶ、無農薬お茶栽培。
茶農家シゲタローさんと、担い⼿のいない茶園を守り、お茶栽培を学びます。
講師による⼿もみ体験や紅茶づくり体験も⼈気です。

募集詳細
＊参加費：10,000円／⼤⼈
：⾼校⽣未満無料
＊定員 ：20名
＊年間作業：約10回
＊特典①：無農薬で育てた収穫茶約500g（⼤⼈のみ）
＊特典②：摘みたて茶葉での⼿もみ体験

スケジュール
春
4⽉：オリエンテーション
茶園整備
5⽉：⼀番茶の刈取り
お茶加⼯⼯場⾒学

夏

秋・冬

7⽉：茶園整備
袋詰め
9⽉ ：紅茶作り体験

10⽉：利き茶会
お茶の淹れ⽅講座
11⽉：お茶の加⼯品つくり
お茶の花⾒、焼き芋
：収穫祭出店
3⽉：茶園ならし、春肥

6⽉：袋詰め
：⼿揉み体験、
：お茶のお渡し

※詳しいスケジュールは別途ご案内します。
また、気象条件等により前後する可能性があります。

④
梨倶楽部
梨の産地。愛東。
梨倶楽部では、梨ができるまでの過程を体系的に学ぶことができます。
趣味としてはもちろん、将来的に就農を考えている⽅にもおすすめです。

募集詳細
＊参 加 費：7,000円 / ⼤⼈
＊定員
：5名（⼤⼈限定）
＊年間作業：約12回
＊特 典① ：「愛⽢⽔」2㎏
＊特 典②：「幸⽔」 2㎏
＊特 典③：「豊⽔」 2㎏

スケジュール
春
4⽉：受粉作業
5⽉：摘果・新梢管理
ネット張り・袋掛け
追肥
6⽉：最終摘果・摘芯作業
追肥

夏
8⽉：幸⽔収穫
愛⽢⽔収穫
9⽉：豊⽔収穫・
あきづき収穫

秋 ・冬
10⽉：新⾼収穫
ネット外し
11⽉〜3⽉：剪定・元肥
・春肥・摘蕾作業
※詳しいスケジュールは別途ご案内します。
また、気象条件等により前後する可能性があります。

⑤
⾥守隊
⼦ども達が遊べる、昔のような⾥⼭を取り戻したい。そんな想いから⽣まれた、⾥守隊（さともりたい）。
⽊の伐採や薪割り、下草刈、腐葉⼟取り、カマドを使った調理など、⽉1回で活動しています。

募集詳細

＊活動⽇：毎⽉第3⽇曜⽇（変更の可能性あり）
＊活動時間：9時〜15時頃
＊参加費：1回

500円/1⼈

＊持ち物：作業できる服装（⻑袖⻑ズボン）、
⼿袋、タオル、飲み物、⾷器など。
ヘルメットは貸出あり。

⑥

⑦

⼀枚⽥んぼ

貸農園

⽥んぼを１枚まるごと作りたい⽅におすすめ！

⾃然に囲まれた農園で、好きな野菜を育てませんか？

スタッフが⽶づくりをサポートしますのでご安

農機具の貸し出しがあるので、⼿軽にご参加いただけ

⼼ください。

ます。

募集詳細
＊参加費：新規
継続

募集詳細

100,000円/区画（約1,000㎡）
60,000円/区画（約1,000㎡）

＊参加費：6,000円/区画（約40㎡）

＊定員：3区画

＊定員：24区画

＊特典①：⾃分で育てたお⽶！（全部）

＊特典①：⾃分で育てた野菜！（全部）

＊特典②：種⼦・育苗⼟・⽶袋（新規のみ）

＊特典②：ミニ耕運機・くわ等の貸し出し

＊特典③：⽥植え機・トラクター・コンバインの利⽤

＊特典③：⽔タンク・共同物置の利⽤

（農家の指導の下）
※農薬を使⽤しない栽培⽅法に限ります。

参加者特典

※農薬を使⽤しない栽培⽅法に限ります。

【注意事項】
■作業⽇は基本的に⼟曜または⽇曜⽇です。
■各コース、定員になり次第受付終了いたします。
■記載の作業時期や内容は⽬安です。天候や主催者の都合により、変更・中⽌となることが
あります。

毎年秋開催の
収穫祭へご招待
℡ 0749-46-8100

✉ npo@ai-eco.com

about aieco

愛のまちエコ倶楽部って？
鈴⿅⼭脈の麓、豊かな⽥園⾵景が広がる、滋賀県東近江市愛東エリア。
ゆったりとした時間の流れるこの地域で注⽬されているのが、循環型社会を⽬指す環境の取り組み。
農家さんが育てた菜の花から⾷⽤油を搾り、使⽤後の油を集めて環境にやさしい⽯けんやバイオ燃料をつくる。
そしてその燃料でまちのバスや公⽤⾞を⾛らせる。その名も「菜の花エコプロジェクト」。
わたしたち愛のまちエコ倶楽部は、まちの⼈たちとこのプロジェクトを進めるために⽣まれたNPOです。
⼈と⼈のつながりや農村の資源を⽣かした農業体験や農家⺠泊のコーディネートなど、地域活性化にも取り組んでいます。

あなたも「愛のまちエコ倶楽部」で、“豊かな暮らし⽅” を探してみませんか？

会員募集中！
＊⼊会費 1,000円
＊年会費 2,000円
【会員特典】
①「⼟と暮らしと」参加費10%Off
②商品購⼊10%Off
③会報で活動の様⼦をご報告
④収穫祭へご招待

Good Items

もみ殻 くん炭

菜ばかり

愛しゃぼんせっけん
琵琶湖の⾚潮問題をきっかけに、
1981年から愛東のお⺟さんたちの
⼿でつくり続けられてきた廃⾷油
のリサイクルせっけん。⺟から⼦
へ、「愛しゃぼん」を通じて伝え
たい想いがあります。

滋賀県東近江産の菜種を100%使⽤
し、化学溶剤、添加物をいっさい
使⽤せず、ていねいに搾っていま
す。体にやさしい資源循環の取り
組みから⽣まれたこの商品、⼀度
お試しください。

NPO法⼈ 愛のまちエコ倶楽部

お⽶のもみ殻を炭化した「もみ殻
くん炭」。畑やプランターの⼟づ
くりにおすすめです。保⽔性、保
湿性、通気性、団粒化に優れ、ふ
かふかで元気な⼟になります。

℡ 0749-46-8100

菜ばかす

菜の花エコプロジェクトから⽣ま
れた⼿作り発酵油粕「菜ばかす」。
栽培期間中無農薬で育てられた、
希少な国産菜種を利⽤しています。
有機野菜やお茶、プランターの肥
料としてご利⽤いただけます。

✉ npo@ai-eco.com 詳しくは【愛エコ】で検索

about aieco

こんな事もやっています
愛のまちエコ倶楽部では、「菜の花エコプロジェクト」に加えこんな活動もしています。

農家⺠泊サポート

移住・就農の⽀援

⽥園（まち）歩きツアー

古⺠家「だれんち」

⽇帰りで帰るなんてもったいない！
せっかくだったら農家に宿泊して、
愛東の⾃然と⼈に触れあいません
か？教育旅⾏や農業体験などアレン
ジもお気軽にご相談ください。

「後継者がいない・・・」
「空き家をなんとかしたい」
という農村が抱える課題と、
「移住したい」「就農した
い」という⽅の思いを、県や
市、JAや道の駅と連携して繋
げる⽀援をしています。

愛東のことをもっと知ってほしい。
そんな願いからできた「⽥園（ま
ち）歩き」。地域の語り部から
ディープな愛東情報をゲット出来ま
す。

「これからの暮らしかたをつく
る社会実験の実践場」を掲げ
暮らしのワークショップを定期
的に開催。中⻑期滞在も可能で
す。2022年10⽉オープン予定。

視察研修
環境の取り組みや、地域づくりの内容で視察研修もお受
けしています。
■研修メニュー
①資源循環の取り組み「菜の花エコプロジェクト」
②愛のまちエコ倶楽部の取り組みについて
（グリーンツーリズム、農家⺠泊受け⼊れなど）
③SDGsに関する地域の取り組み
■体験メニュー
①バイオ燃料づくり（カート試乗あり）
②廃油キャンドルづくり
③せっけん講座とローズマリー⾷器⽤洗剤作り
■施設⾒学

※予約状況や料⾦はお電話でお問い合わせくださいませ。

〒527-0162

滋賀県東近江市妹町70番地
（あいとうエコプラザ菜の花館内）

fax

0749-46-8100
0749-46-8288

✉

npo@ai-eco.com

℡

詳しくは【愛エコ】で検索
受付時間：9:00~17:30
※⽕曜・祝⽇・年末年始を除く

サイロが⽬印

■⾞：国道8号「友定町」交差点から約30分。名神⼋⽇市ICから約10分。
■公共交通機関：近江鉄道⼋⽇市駅下⾞、「ちょこっとバス」愛東循環
線で約20分。マーガレットステーション下⾞。

