能登地域移住交流協議会 主催

この度は、能登地域移住交流協議会主催の「冬の能登スタイルワーケーションモ
ニターツアー」へご参加いただき誠にありがとうございます。
能登の食、自然、温泉そして文化を堪能し、田舎ならではの人のやさしさに触れて
いただける企画を準備しております。また、地方自治体職員との意見交換や地域
の方との交流していただくことで、新しいビジネスやクリエイティブなアイディア創出につ
なげていただけるプログラムとなっており、新しいビジネス・新しい働き方・新しいオフィ
スの3新を提供します。
最終のご案内を確認いただき、ご不明な点は(株)日本旅行金沢支店まで
お問い合わせください。

ご旅行日：２０２１年１２月１５日（水）
集合時間：１０：２０（時間厳守でお願いします）
集合場所：金沢駅西広場 団体バス乗降場

当日添乗員
＊旅行期間以外の通話はお控えください

辻野 和代 070-2646-4275
ご集合場所

★諸注意
◆37.5℃以上の発熱や体調が悪い場合は、参加をお断りします。マスク着用、手指消毒、ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽ
ﾀﾝｽへの配慮をお願いします。適宜検温を実施しますので、ご協力お願いします。
◆12月17日（金）収穫体験へ行かれる方へ
農作業体験する方は汚れてもよい服装（運動靴、長靴、軍手）の準備をお願いします。収穫後、調理も行って
いただく予定です。もしエプロンがございましたらご持参ください。
◆お食事中の飲み物代は各自でのお支払いとなります。
◆旅行中に配布するアンケートにご記入をいただきます。ご協力宜しくお願い致します。

旅行企画実施（問合せ先）
株式会社日本旅行金沢支店
〒920-0031 石川県金沢市広岡3-3-77
TEL：076-293-6841/FAX：076-293-6846 担当者：野口

★宿泊施設のご案内★
羽咋市

12／15（水） 羽音碧々

12／15（水） ホテルゆ華

〒925-0046 石川県羽咋市兵庫町タ37番1
TEL.0767-22-2110 FAX.0767-22-2120

〒925-0054 石川県羽咋市千里浜町タ１－２６
TEL. 0767-22-7500 FAX. 0767-22-7900

全室シモンズ製のベッドを導入で、快適な睡眠をサポート。全客室Ｗｉ
－Ｆｉ、有線ＬＡＮ完備。共有スペースには、電子レンジ、ウォーター
サーバーを設置しています。能登の獲れたて鮮魚や新鮮な地元野菜をふ
んだんに使った料理長こだわりのお食事をご用意致します。

広大な敷地に贅沢に佇み、石川能登観光には最適な宿です。地下
1300ｍから湧き出る自家源泉かけ流しの“はまなす温泉”。美肌効果の
ある琥珀色の湯を畳敷き大浴場で満喫。

■アメニティ：タオル ／バスタオ
ル ／歯ブラシ ／シャンプー
／リンス ／ボディーソープ ／湯
沸しポット ／ドライヤ-/TV

■アメニティ：タオル／ バスタオ
ル／ 歯ブラシ／ 浴衣
湯沸しポット／ ドライヤー／
TV

中能登町
12／16（木） 民宿 美来里（びっくり）

12／16（木）おり姫の宿くつろぎ

〒929-1801 石川県鹿島郡中能登町久乃木ち部24番地
TEL.0767-76 -1888

〒929-1704石川県 鹿島郡 中能登町 末坂ツ部７０－１
TEL. 0767-74-2377 FAX. 0767-74-2377

創業５０年の中能登町の宿泊施設です。
石川県能登で宿泊するなら民宿びっくりでお待ちしております。
能登の自然豊かな環境で育ったお米、魚、野菜など地元でとれた新鮮な
物を使用しています。ぜひおいしい料理をお楽しみください。

おり姫の宿「くつろぎ」は築１３０年の風格ある古民家のたたずまいを活
かした宿泊施設です。地元の新鮮な食材をメインとした料理や囲炉裏を
囲んでの郷土料理、季節感あるお食事もお楽しみください。
お客様のご到着を久し振りに故郷の帰ってくるご家族やお友達をお迎えす
るように「おかえりなさい」の気持ちを添えてお待ちいたします。
■アメニティ：テレビ/湯沸かし
ポット/冷蔵庫/ドライヤー/トイレ/
石鹸/ボディーソープ/シャンプー/
タオル/バスタオル

■アメニティ：テレビ、エア
コン、シャンプー、ボディー
ソープ、バスタオル、タオル、
カミソリ、ドライヤー（貸
出）、浴衣、スリッパ等

七尾市
12／16（木）ホテルルートイン七尾駅東
〒926-0021 石川県七尾市本府中町 ハ３１－１
TEL. 0767-54-0111 FAX. 0767-54-0114
ホテルルートイン七尾駅東 JR七尾駅から徒歩5分圏内、能登半島の入
り口に位置し、能登半島方面へのビジネス・観光の拠点としてご利用頂け
ます。大浴場もございます。
■アメニティ：タオル／ バスタオ
ル／ 歯ブラシ／ 浴衣／ シャン
プー／ リンス／ ボディーソープ
／ 湯沸しポット／ ドライヤー／
TV

12／17（金）和倉温泉 あえの風
〒926-0192 石川県七尾市和倉町和歌崎８－１
TEL. 0767-62-3333 FAX. 0767-62-1123
豊漁と豊作、幸福をもたらす海からの風「あえの風」。能登では、この風が
古くから豊かな風土を育んで来ました。「あえの風」ではこの風が培った温も
りを大切に、四季彩々をちりばめて皆様をお迎えいたします。

■アメニティ：タオル／ 歯ブラ
シ／ 浴衣／ シャンプー／ リン
ス／ ボディーソープ／ 湯沸し
ポット／ ドライヤー／ TV／
こども用浴衣

★日程のご案内★
１日目 １２月１５日（水） 金沢駅～羽咋市
（ご昼食）

金沢駅

（オリエンテーション、意見交換会）

（文化財巡り）

羽咋市役所

妙成寺・気多大社

四季の御料理まつお

10:30発

11:15～12:15

12:30～14:30

14:45～16:15

■オリエンテーション
■意見交換会

■ガイドツアー実施
■妙成寺及び気多大社を拝観

・「空き家対策」と「企業誘致と
起業・創業支援」について

（ご夕食及びワーク）

能登千里浜レストハウス

ホテル（羽咋市内）

16:30～20:00

20:00着

宿泊：ホテルゆ華・羽音碧々（ゆ華→羽音碧々の順でお送りします）

■16:30～コワーキングスペースにてワーク
※到着後、現地職員より利用方法をご案内

シングル 洋室 バストイレ付

■18:00～海の幸を楽しむご夕食を用意
※浜焼きコース

２日目 １２月１６日（木） 羽咋市～中能登町
★各宿泊施設のご出発時間
羽音碧々 ⇒ ホテルゆ華 ⇒ 能登千里浜レストハウス
8:50発
8:55発
9:00着

（ご昼食）

（見学、意見交換会）

美来里

中能登町役場行政サービス庁舎

能登千里浜ﾚｽﾄﾊｳｽにてﾜｰｸ

12:00～13:00

9:00～11:30

13:30～15:30

■昼食有 美来里にて全員で昼食

■意見交換会
・地方自治体のデジタル化について
・障害攻略課プロジェクト
※終了後校舎を改修した庁舎見学

（体験・試飲会）

（視察）

天日陰比咩神社

「magmag」

おり姫の宿くつろぎ

16:00～17:00

17:15～17:45

18:00～20:00

■どぶろく新酒の試飲会を実施

■移住者飲食店を視察

（交流、ご夕食）

旅館（中能登町・七尾市）
民宿 美来宿・おり姫の宿くつろぎ

■18:00～交流

美来宿→ルートイン七尾駅東の

■18:30～ご夕食

順でお送りいたします。

上記日程につきましては、各地の道路事情により、多少行程・時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。

★日程のご案内★
３日目 １２月１７日（金） 中能登町～七尾市
（収穫体験）

宿泊施設

農業組合法人能登やまびこ

8:10発

9:00～12:15

（七尾市内体験）

体験プログラム
13:00～15:00

■蕪の収穫体験、かぶら寿司の加工体験

■全員で道の駅のとじま見学

■現地施設で、かぶら寿司の試食

■その後、ガラス細工体験希望者はガラス工房へ

■不参加組は旧丹後亭でワーク

⇒帰りは貸切バスにて「あえの風」へ

★各宿泊施設のご出発時間
【収穫体験の方】
ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ七尾駅東
8:10発
民宿 美来里
8:30発
旧丹後亭
8:40着（ワークの方のみ下車）
おり姫の宿くつろぎ
8:50発
能登やまびこ
9:00着
【旧丹後邸でワークの方】
旧丹後亭
11:00発
能登やまびこ
11:10着
※やまびこにてお食事

■青柏祭「ざい」作り体験及びお祭り会館での体験
希望者は、お祭り会館へ貸切バスにて移動
⇒帰りは徒歩にて「あえの風」へ（約250ｍ）
お荷物は事前に貸切バスにてお運びいたします

ホテル（七尾市内）
15:00～15:30頃着 18:00～ご夕食

宿泊：あえの風
和室 バストイレ付

４日目 １２月１８日（土） 七尾市～金沢駅

ホテル
9:45までに
各自チェック
アウト

【ホスピタリティ講座】

（ご昼食及び見学）

和倉温泉にて、おもてなし講座

能登食祭市場

10:00～11:30 ・ 11:45出発
■和倉温泉（あえの風の会場にて）
■不参加組はあえの風ロビーにてワーク

12:00～13:45
■12:00～各自で昼食・及び施設見学

（解散）

金沢駅

能登食祭市場

15:15着

上記日程につきましては、各地の道路事情により、多少行程・時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。

