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2011年 

伊豆の田んぼ体験コース 
のご案内♪ 

≪伊豆修善寺・水口農場の紹介≫ 
生きものが大好きな伊豆の水口雅彦さんは、近くのハイ

テク会社に勤めながら、メダカのがっこうと一緒に生きものいっ

ぱいの田んぼを復活しています。そして、田んぼの一辺にビオ

トープを作り、ビデオカメラを設置、田んぼの様子をリアルタイ

ムで見られるようにしています。 

メダカのがっこうの拠点は、どちらかというと北関東から東

北に多いので、この伊豆の水口さんの田んぼはとても貴重な

存在です。 

会場 水口雅彦さんの田んぼ（伊豆市堀切４１７） 

交通 【電車の場合】  
伊豆箱根鉄道の大仁駅(三島駅から約３０分)下車 

（会場は大仁駅から車で７～８分） 

【車の場合】 
東名高速道路、沼津インターを出て約１時間、 

狩野川を渡って山に差し掛かった辺り 

 

≪田んぼ体験の内容≫ 

● 第 1回 : 生きもの調査と田植え体験 
･･･ﾗﾌｫｰﾚ修善寺で生きもの研修と交流会 

 

伊豆修善寺のなだらかな山間と谷川が横を流れる田んぼは、

魚もカエルも田んぼの生きものたちがたくさんいる素敵な田んぼで

す。関東・東北にはいないヌマガエルもいますよ～（＾-＾） 

１日目の生きもの調査と勉強会は、生きもののお兄さん林さん

と一緒なので楽しみですね♪ 

日時 ５月２１（土）・２２（日） ※日帰りでの参加も可能です 

集合 【レンタカーをご利用の方】 
８：００ 新宿駅西口スバルビル前 

【現地集合の方】 
電車の方→１０：３０ 大仁駅（伊豆箱根鉄道） 
マイカーの方→１１：００ 水口田に集合 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ≪２１日≫11:00生きもの調査 12:30おむすび､13:30田んぼ整備 or田植え、15:30 生きもの研修 

17:00 ラフォーレ修善寺着､18:00食事 交流 ≪２２日≫9:00～田植え、11:00解散（温泉に行くかも） 

 

●第 2回 ： 田の草取り 
６～７月の田んぼは、一年で一番生きものたちで賑わう時期！☆草取

り中にも、きっとたくさんのカエルやトンボに遭遇することでしょう♪箱根の山

を越えると生態系が変わるのが面白いのでご紹介します。 

日時 ６月１１日（土） 

集合 【レンタカーをご利用の方】 
７：００ 新宿駅西口スバルビル前 

【現地集合の方】 
電車の方→１０：００ 大仁駅（伊豆箱根鉄道） 

マイカーの方→１０：３０ 水口田に集合 
ｽｹｼﾞｭｰﾙ 10:30～ 田の草取り 

13:00～ おむすび交流会の後、草取り 

作業後、函南温泉につかり解散 
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●第 3回 ： 稲刈り体験 
 

伊豆の稲刈りは、里の秋を満喫できます。 

今年は稲が倒れないように、昨年より１週間早くしました。参加ご

希望の方は、メダカのがっこう事務局（０４２２-７０-６６４７）または中

村陽子（０９０－３４７２-２０３８）までお問い合わせください。 

日時 ９月１０日（土）・１１日（日） ※日帰りでの参加も可能です 

集合 田植えの回と同じ 

スケジュール  

≪１０日≫11:00～ 稲刈り､12:30 おむすび､ラフォーレ修善寺泊 

≪１１日≫9:00～ ハザガケなどの残りの作業､11:00 解散 

持ち物 稲で草まけしないような装備（長靴､汚れても気にならない

長袖･長ズボン､着替え、軍手など）､ 帽子､飲み物など 

 

 

 

≪参加費用等について≫ 

 

◆参加費： ※本年度よりお得な会員価格設定があります（大人のみ）。ご注意下さい。非会員の方もお気軽にご参加ください♪ 
【田んぼ体験３回コース】 

８，０００円(田植え･草取り･稲刈り参加費＋昼食３回＋収穫米１０ｋｇ) / 非会員の方：９，５００円 

【単発の田んぼ体験】：１回につき、大人１，５００円（非会員の方： ２，０００円）、小学生５００円、幼児は無料）昼付   

１家族２，５００円 （非会員の方：３，０００円） 親子２人１，５００円 （非会員の方：２，０００円） 

◆交通費：レンタカーをご利用の方は、参加費と合わせて必要です。レンタカー代は利用者で割り勘となります。      

（目安として一人 5,000 円前後）        

◆宿泊費：当日に各自お支払いください。参加費には含まれていませんので、ご注意ください。（目安として、ラフォーレ修善寺
の場合、メンバー価格なので、1泊 2食付 10,000円以内 お酒代は別です） 

 

≪申込方法について≫ 

 
３枚目の参加申込書に必要事項を記入し、メダカのがっこう事務局に FAX します。 

その後、参加費等の振込を以て申込受付完了とさせていただきますので、ご注意ください。 
 

≪参加にあたってのご注意≫ 

 
＊各回とも、使い捨てでない『my 箸』『my おわん』『my カップ』を忘れずにご持参ください。 

＊長靴、汚れても気にならない服装、着替えなど、田んぼに入れる装備もお忘れなく！ 

 

●私たちは、今、日本のほとんどの田んぼが、｢沈黙の田んぼ｣（生きものがいないシーンとした田んぼ）になっている

中で、たくさんの生きものたちと一緒に稲が育っている田んぼを、多くの人たち、特に子どもたちに体験してもらいた

くて、田んぼ体験を企画しています。家族、親子の参加費を安く設定しているのもそのためです。あなたもお友だち

を誘って、みんなで来て下さいね。 
 

▲2 日かけて稲刈り終了。良い汗かいて、みんな最高の気分！ 
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 伊豆田植え・稲刈り・草刈          参 加 申 込 書  本年より会員価格設定があります(大人のみ) 
 

＊お申込み･お振込みは、事務手続きの都合上、お早目にお願いいたします｡ 

振込み先 ： みずほ銀行 西荻窪支店 （普）２１５８３５６ 特定非営利活動法人メダカのがっこう 

♪その他お問い合わせ等は、メダカのがっこう事務局まで♪ 

 

おなまえ ＴＥＬ FAX 

携帯番号（当日の緊急連絡用です） 

おところ（非会員の方のみお書きください） 〒 

 

 

Mail ｱﾄﾞﾚｽ（ﾒｰﾙ連絡ご希望の方） 

ご入会について（どちらかに○） 
料金 

人数 小 計 

    会員 ・ 非会員 大人 こども  

参加費 

田んぼ体験 

収穫米１０kg付 

３回コース 

●収穫米 10kg付き 3 回コースの方  

8,000 円    （非会員の方：9,500 円） 

○同伴ご家族の方 各回食事代のみ 

大人 500 円、小学生 300 円、幼児無料 

  
円 

名 名 
現地清算 

田植え体験 

●大人 1,500 円  （非会員：2,000 円） 

小学生 500 円 名 名 円 

●ご家族で参加される方 

１家族 2,500円   （非会員： 3,000円） 

親子2人 1,500円 (非会員： 2,000円) 名 名 円 

草取り ・ 

生きもの調査 

●大人 1,500 円  （非会員：2,000 円） 

小学生 500 円 名 名 円 

●ご家族で参加される方 

１家族 2,500円   （非会員： 3,000円） 

親子2人 1,500円 (非会員： 2,000円) 名 名 円 

稲刈り体験 

●大人 1,500 円  （非会員：2,000 円） 

小学生 500 円 名 名 円 

●ご家族で参加される方 

１家族 2,500円   （非会員： 3,000円） 

親子2人 1,500円 (非会員： 2,000円) 名 名 円 

交通費 
レンタカー 

ご利用の場合 

※ﾚﾝﾀｶｰ代は、 

利用者で割り勘 

となります。 

田植え体験 名 名 現地清算 

草取り・生きもの調査 名 名 現地清算 

稲刈り体験 名 名 現地清算 

宿泊費 

ﾗﾌｫｰﾚ修善寺のｺﾃｰｼﾞﾞを予約する 

ため、人数をお知らせ下さい。 

当日利用人数で割り勘にします。 

田植え体験 名 名 現地清算 

稲刈り体験 名 名 現地清算 

体験田の収穫米がご希望の方 １袋 10ｋｇ 5000 円（送料別） 白米 or 玄米 袋 
円 

※幼児は無料ですが、人数を入れてください。（おむすびの数の参考にします）      合 計 
 

☆ご注意ください☆ 


