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（２）各離島  旅程表    （    ）日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■運天港集合　（運天港まではそれぞれでの移動となります）　★運天港発　11:00　⇒　伊平屋港着 12:20昼 ■伊平屋港にて島人と合流　～モニターツアースタート～　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食↓午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム１「サイクリング」■プログラム１「サイクリング」■プログラム１「サイクリング」■プログラム１「サイクリング」出発！（2 3h）　説明 島全体の風景を楽しみながらゆっくりと巡る↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合■プログラム２「稲刈り体験」■プログラム２「稲刈り体験」■プログラム２「稲刈り体験」■プログラム２「稲刈り体験」　説明 実際に体験（2 3h）↓昼 ■昼食を取りながらまとめ 昼食↓午後 ■プログラム３「シーカヤック体験」■プログラム３「シーカヤック体験」■プログラム３「シーカヤック体験」■プログラム３「シーカヤック体験」　説明 練習 実際に漕ぎ出す↓夕方 ■夕食、今日の２つの体験を振り返り 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）↓ 昼食昼 ■昼食後、離島式～モニターツアー終了～　★伊平屋発　13:00　⇒　運天港着 14:20（帰路についてはそれぞれでの移動となります）
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、ご了承ください。

【旅程表（案）伊平屋村】【旅程表（案）伊平屋村】【旅程表（案）伊平屋村】【旅程表（案）伊平屋村】
AAAAコース『稲刈り、シーカヤック、サイクリング』コース『稲刈り、シーカヤック、サイクリング』コース『稲刈り、シーカヤック、サイクリング』コース『稲刈り、シーカヤック、サイクリング』 (7(7(7(7月／月／月／月／30303030名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日 ))))

事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、
【人数】30名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）

1日目

2日目
3日目【期間】2016年7月中　2泊3日【場所】伊平屋島

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■運天港集合　（運天港まではそれぞれでの移動となります）　★運天港発　10:30　⇒　11:25  伊是名港着昼 ■伊是名港にて島人と合流　～モニターツアースタート～　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム１「バナナボート」体験■プログラム１「バナナボート」体験■プログラム１「バナナボート」体験■プログラム１「バナナボート」体験（2 3h）　説明 実際に海で遊ぶ！！！↓夕方 ■プログラム２「綱あみ体験」■プログラム２「綱あみ体験」■プログラム２「綱あみ体験」■プログラム２「綱あみ体験」　明日の祭りで使う綱引きの綱を編む所から。夜 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合■プログラム３「綱引き体験」■プログラム３「綱引き体験」■プログラム３「綱引き体験」■プログラム３「綱引き体験」　説明 祭りに参加↓昼 ■昼食 昼食↓午後 引き続き、祭りを楽しむ↓夕方 ■夕食、今日の体験を振り返り 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）↓昼 ■昼食後、離島式～モニターツアー終了～ 昼食　★伊是名港発　13:30 ⇒ 14:25　運天港着（帰路についてはそれぞれでの移動となります）
ご了承ください。
【人数】29名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）
【場所】伊是名島
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）伊是名村】【旅程表（案）伊是名村】【旅程表（案）伊是名村】【旅程表（案）伊是名村】　　　　　　　　AAAAコース『綱引き、バナナボート』コース『綱引き、バナナボート』コース『綱引き、バナナボート』コース『綱引き、バナナボート』(7(7(7(7月／月／月／月／29292929名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日))))

1日目

2日目
3日目【期間】2016年7月中　2泊3日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■伊江港集合　（伊江港まではそれぞれでの移動となります）　★本部港11:00 ⇒　伊江港11:30昼 ■伊江港にて島人と合流　～モニターツアースタート～　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム１「家業体験」■プログラム１「家業体験」■プログラム１「家業体験」■プログラム１「家業体験」（2 3h）　説明 それぞれの家業を体験してみる。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民泊朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合■プログラム２「島探険サイクリング」■プログラム２「島探険サイクリング」■プログラム２「島探険サイクリング」■プログラム２「島探険サイクリング」　説明 サイクリング（2h）↓昼 ■昼食 昼食↓午後 ■    プログラム3「ボートスノーケル体験」プログラム3「ボートスノーケル体験」プログラム3「ボートスノーケル体験」プログラム3「ボートスノーケル体験」説明 ボートスノーケル（3 4h）↓夕方 ■夕食、今日の体験を振り返り 夕食夜 宿泊先へ 民泊朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）↓昼 ■昼食後、離島式～モニターツアー終了～ 昼食　★伊江港13:00 ⇒ 本部港 13:30 （帰路についてはそれぞれでの移動となります）

【旅程表（案）伊江村】【旅程表（案）伊江村】【旅程表（案）伊江村】【旅程表（案）伊江村】　　　　　　　　AAAAコース『民泊、スノーケル、サイクリング』コース『民泊、スノーケル、サイクリング』コース『民泊、スノーケル、サイクリング』コース『民泊、スノーケル、サイクリング』(6(6(6(6    9999月、月、月、月、1111    2222月／月／月／月／30303030名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日))))

事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

1日目

2日目
3日目【期間】2016年6 9月、1 2月　2泊3日【場所】伊江島
ご了承ください。
【人数】30名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■渡久地港集合　（渡久地港まではそれぞれでの移動となります）　★渡久地港10:00⇒水納港10:15  （冬場は渡久地港11:00⇒水納港11:15 ）■水納港にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム１「島散策ガイドツアー」■プログラム１「島散策ガイドツアー」■プログラム１「島散策ガイドツアー」■プログラム１「島散策ガイドツアー」（2 3h）　説明 島全体を知るためにゆっくりと巡る。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合■プログラム２「農作物植付（収穫）体験」■プログラム２「農作物植付（収穫）体験」■プログラム２「農作物植付（収穫）体験」■プログラム２「農作物植付（収穫）体験」　説明 農作業体験（3h）↓昼 ■昼食 昼食↓午後 ■プログラム３「風鈴作り」■プログラム３「風鈴作り」■プログラム３「風鈴作り」■プログラム３「風鈴作り」説明 風鈴作り（2 3h）↓夕方 ■夕食、今日の体験を振り返り 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）↓昼 ■昼食後、離島式～モニターツアー終了～ 昼食　★水納港13:00⇒渡久地港13:15 （冬場は水納港14:00⇒渡久地港14:15）（帰路についてはそれぞれでの移動となります）【場所】水納島（本部町）
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）水納島（本部町）】【旅程表（案）水納島（本部町）】【旅程表（案）水納島（本部町）】【旅程表（案）水納島（本部町）】　　『島散策、風鈴作り、農業体験』　　『島散策、風鈴作り、農業体験』　　『島散策、風鈴作り、農業体験』　　『島散策、風鈴作り、農業体験』(5(5(5(5    6666月、月、月、月、11111111    2222月／月／月／月／10101010名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日))))

ご了承ください。
【人数】10名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）

1日目
2日目
3日目【期間】2016年5 6月、11 2月　2泊3日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■平敷屋港集合　（平敷屋港まではそれぞれでの移動となります）　★平敷屋港発11:00 　⇒　津堅港着11:30  （フェリー30分）■津堅港にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食↓午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム１「にんじん収穫手伝い」■プログラム１「にんじん収穫手伝い」■プログラム１「にんじん収穫手伝い」■プログラム１「にんじん収穫手伝い」（3h）　説明 ガイドに案内して貰いながら島内を散策する。■プログラム２「調理実習」■プログラム２「調理実習」■プログラム２「調理実習」■プログラム２「調理実習」（1h）　収穫したにんじんを使って調理して、食べてみる。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食）午前 ■プログラム3「島歩き」■プログラム3「島歩き」■プログラム3「島歩き」■プログラム3「島歩き」（1h）↓昼 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）■離島式～モニターツアー終了～　★津堅港発12:00  ⇒　平敷屋港着12:30　（フェリー30分）（帰路についてはそれぞれでの移動となります）【場所】津堅島
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）津堅島（うるま市）】【旅程表（案）津堅島（うるま市）】【旅程表（案）津堅島（うるま市）】【旅程表（案）津堅島（うるま市）】　　『にんじん収穫体験ツアー』　　『にんじん収穫体験ツアー』　　『にんじん収穫体験ツアー』　　『にんじん収穫体験ツアー』(2(2(2(2    5555月／月／月／月／10101010名／名／名／名／1111泊泊泊泊2222日日日日))))

ご了承ください。
【人数】10名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）

1日目
2日目 朝食【期間】2016年2 5月　1泊2日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■安座真港集合　（安座真港まではそれぞれでの移動となります）　★安座真港発11:30 　⇒　久高島徳仁港着11:50  （高速船20分）■久高島徳仁港にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食↓■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓夕方 ■プログラム１「五億発祥の地の島人ガイド案内」■プログラム１「五億発祥の地の島人ガイド案内」■プログラム１「五億発祥の地の島人ガイド案内」■プログラム１「五億発祥の地の島人ガイド案内」（3h）夜 　説明 ガイドに案内して貰いながら島内を散策する。■プログラム2「イザイホーのビデオ鑑賞」ほか■プログラム2「イザイホーのビデオ鑑賞」ほか■プログラム2「イザイホーのビデオ鑑賞」ほか■プログラム2「イザイホーのビデオ鑑賞」ほか（1h）　映像を通じて島の歴史や伝統を知る。↓■夕食、地域の方々との交流会 夕食宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食午前 ■プログラム3「久高島産御塩で島マース袋作り」■プログラム3「久高島産御塩で島マース袋作り」■プログラム3「久高島産御塩で島マース袋作り」■プログラム3「久高島産御塩で島マース袋作り」（2h）■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）昼 ■「五穀と祭祀料理を取り入れたエコ弁当」■「五穀と祭祀料理を取り入れたエコ弁当」■「五穀と祭祀料理を取り入れたエコ弁当」■「五穀と祭祀料理を取り入れたエコ弁当」 昼食■離島式～モニターツアー終了～　★久高島徳仁港発13:00  ⇒　安座真港着13:30　（フェリー30分）（帰路についてはそれぞれでの移動となります）
事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）久高島（南城市）】【旅程表（案）久高島（南城市）】【旅程表（案）久高島（南城市）】【旅程表（案）久高島（南城市）】　　『五穀発祥の地“久高島”めぐり＆島マース袋作り　　『五穀発祥の地“久高島”めぐり＆島マース袋作り　　『五穀発祥の地“久高島”めぐり＆島マース袋作り　　『五穀発祥の地“久高島”めぐり＆島マース袋作り(6(6(6(6    2222月／月／月／月／10101010名／名／名／名／1111泊泊泊泊2222日日日日))))

ご了承ください。
【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、

1日目
2日目【期間】2016年6 2月　1泊2日【場所】久高島【人数】10名

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■泊港集合　（泊港まではそれぞれでの移動となります）　★泊港発10:00 　⇒　渡嘉敷港着11:10 ■渡嘉敷港にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム１「田イモ収穫体験」■プログラム１「田イモ収穫体験」■プログラム１「田イモ収穫体験」■プログラム１「田イモ収穫体験」（2 3h）　説明 畑で土とふれあいながら収穫する。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合■プログラム２-1「ミジュン釣り体験」（釣り）■プログラム２-1「ミジュン釣り体験」（釣り）■プログラム２-1「ミジュン釣り体験」（釣り）■プログラム２-1「ミジュン釣り体験」（釣り）　説明 釣り体験↓昼 ■昼食 昼食↓午後 ■プログラム２-2「ミジュン釣り体験」（調理）■プログラム２-2「ミジュン釣り体験」（調理）■プログラム２-2「ミジュン釣り体験」（調理）■プログラム２-2「ミジュン釣り体験」（調理）説明 釣った魚を調理する↓夕方 ■夕食、今日の体験を振り返り 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）↓昼 ■昼食後、離島式～モニターツアー終了～ 昼食　★渡嘉敷港発15:30 ⇒　泊港着16:40（帰路についてはそれぞれでの移動となります）【場所】渡嘉敷島
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）渡嘉敷村】【旅程表（案）渡嘉敷村】【旅程表（案）渡嘉敷村】【旅程表（案）渡嘉敷村】　『たーんむ収穫＆島の魅力発見ファミリーツアー』　『たーんむ収穫＆島の魅力発見ファミリーツアー』　『たーんむ収穫＆島の魅力発見ファミリーツアー』　『たーんむ収穫＆島の魅力発見ファミリーツアー』(12(12(12(12    1111月／月／月／月／1111家族家族家族家族3333    6666名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日))))

ご了承ください。
【人数】1家族3 6名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）

1日目
2日目
3日目【期間】2016年12 1月　2泊3日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■泊港集合　（泊港まではそれぞれでの移動となります）　★泊港発10:00 　⇒　座間味港着12:00 ■座間味港（集合場所）にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム「ノルディックウォーク島内散策」■プログラム「ノルディックウォーク島内散策」■プログラム「ノルディックウォーク島内散策」■プログラム「ノルディックウォーク島内散策」（2h）　説明 ガイドに案内して貰いながら島内を散策する。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）↓昼 ■昼食後、離島式～モニターツアー終了～ 昼食　★座間味港発14:00 ⇒　泊港着16:00（帰路についてはそれぞれでの移動となります）
事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）座間味村】【旅程表（案）座間味村】【旅程表（案）座間味村】【旅程表（案）座間味村】　　『ノルディックウォーク島内散策』　　『ノルディックウォーク島内散策』　　『ノルディックウォーク島内散策』　　『ノルディックウォーク島内散策』(10(10(10(10    12121212月／月／月／月／8888名／名／名／名／1111泊泊泊泊2222日日日日))))

ご了承ください。
【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、

1日目
2日目【期間】2016年10 12月　1泊2日【場所】座間味島【人数】8名

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■泊港集合　（泊港まではそれぞれでの移動となります）　★泊港発9:55 　⇒　粟国港着12:05 ■粟国港にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食午後 ■入村島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム1「今昔物語あぎコース」集落散策■プログラム1「今昔物語あぎコース」集落散策■プログラム1「今昔物語あぎコース」集落散策■プログラム1「今昔物語あぎコース」集落散策（2h）　説明 ガイドに案内して貰いながら島内を散策する。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 ■プログラム2「星空観察」■プログラム2「星空観察」■プログラム2「星空観察」■プログラム2「星空観察」（1h）宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■プログラム3「レンタサイクル」で島めぐり■プログラム3「レンタサイクル」で島めぐり■プログラム3「レンタサイクル」で島めぐり■プログラム3「レンタサイクル」で島めぐり（2h）■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）昼 ↓ 昼食■昼食後、離島式～モニターツアー終了～　★粟国港発14:10 ⇒　泊港着16:20（帰路についてはそれぞれでの移動となります）
事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）粟国村】【旅程表（案）粟国村】【旅程表（案）粟国村】【旅程表（案）粟国村】
    　　『粟国の暮らし　　『粟国の暮らし　　『粟国の暮らし　　『粟国の暮らし””””今昔物語今昔物語今昔物語今昔物語””””あぎコース』あぎコース』あぎコース』あぎコース』(4(4(4(4、、、、10101010、、、、11111111月／月／月／月／6666名／名／名／名／1111泊泊泊泊2222日日日日))))

ご了承ください。
【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、

1日目
2日目【期間】2016年4・10・11月　1泊2日【場所】粟国島【人数】6名

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■泊港集合　（泊港まではそれぞれでの移動となります）　★泊港発8:30 　⇒　渡名喜港着11:00 （フェリー2時間半） ■渡名喜港にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食↓午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）■プログラム１「山菜採り」■プログラム１「山菜採り」■プログラム１「山菜採り」■プログラム１「山菜採り」（2 3h）　説明 山菜を採りに行く途中の道のりも、島の風景を楽しみながら。↓■夕食、地域の方々との交流会　（採った山菜を食べる） 夕食夕方 ■プログラム２「フットライトと星空のナイトツアー」■プログラム２「フットライトと星空のナイトツアー」■プログラム２「フットライトと星空のナイトツアー」■プログラム２「フットライトと星空のナイトツアー」（2h）夜 　説明 渡名喜島名物「フットライト」と満天の星空のコントラストを満喫。宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合■プログラム3「農業体験」（2 3h）■プログラム3「農業体験」（2 3h）■プログラム3「農業体験」（2 3h）■プログラム3「農業体験」（2 3h）　説明 渡名喜島特産「島ニンジン」の収穫体験↓昼 ■昼食 昼食↓午後 ■プログラム４「ハマグリ採り」（2h）■プログラム４「ハマグリ採り」（2h）■プログラム４「ハマグリ採り」（2h）■プログラム４「ハマグリ採り」（2h）説明 潮に合わせて採れたハマグリを調理する夕方 ↓ 夕食夜 ■夕食、今日の体験を振り返り　（採ったニンジンや蛤を食べる） 民宿宿泊先へ朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）■離島式～モニターツアー終了～昼 　★渡名喜港発10:05 ⇒　泊港着11:50　（高速船1時間45分） 昼食（帰路についてはそれぞれでの移動となります）【場所】渡名喜島
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）渡名喜村】【旅程表（案）渡名喜村】【旅程表（案）渡名喜村】【旅程表（案）渡名喜村】　『海も山も味わうツアー』　『海も山も味わうツアー』　『海も山も味わうツアー』　『海も山も味わうツアー』(12(12(12(12    2222月／月／月／月／10101010名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日))))

ご了承ください。
【人数】10名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）

1日目

2日目
3日目【期間】2016年12 2月　2泊3日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■那覇空港集合　（那覇空港まではそれぞれでの移動となります）　★那覇空港発12:50 　⇒　久米島空港着13:25 ■久米島空港にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム「島のオバーと一緒にサーターアンダギー作り」■プログラム「島のオバーと一緒にサーターアンダギー作り」■プログラム「島のオバーと一緒にサーターアンダギー作り」■プログラム「島のオバーと一緒にサーターアンダギー作り」（2h）　説明 オバーとゆんたくを楽しみながらおいしいアンダギーを作る。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）↓昼 ■昼食後、離島式～モニターツアー終了～ 昼食　★久米島空港発14:05 ⇒　那覇空港着14:40（帰路についてはそれぞれでの移動となります）
事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）久米島町】【旅程表（案）久米島町】【旅程表（案）久米島町】【旅程表（案）久米島町】
    『島のオバーと一緒にサーターアンダギー作り』（●月／●名／『島のオバーと一緒にサーターアンダギー作り』（●月／●名／『島のオバーと一緒にサーターアンダギー作り』（●月／●名／『島のオバーと一緒にサーターアンダギー作り』（●月／●名／1111泊泊泊泊2222日日日日))))

ご了承ください。
【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、

1日目
2日目【期間】2016年●月　1泊2日【場所】久米島【人数】●名

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■那覇空港集合　（那覇空港まではそれぞれでの移動となります）　★那覇空港発9:35 　⇒　南大東空港着10:40 ■南大東空港にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食午後 ■入村島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」（3h）　説明 さとうきび、かぼちゃの収穫などを体験する。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食）↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）↓昼 ■離島式～モニターツアー終了～　★南大東空港発11:10 ⇒　那覇空港着12:25（帰路についてはそれぞれでの移動となります）【場所】南大東島
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）南大東村】【旅程表（案）南大東村】【旅程表（案）南大東村】【旅程表（案）南大東村】
    　　『農業体験コース』（　　『農業体験コース』（　　『農業体験コース』（　　『農業体験コース』（1111    3333月／月／月／月／4444名／名／名／名／1111泊泊泊泊2222日日日日))))

ご了承ください。
【人数】４名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）

1日目
2日目 朝食【期間】2016年1 3月　1泊2日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊■那覇空港集合　（那覇空港まではそれぞれでの移動となります）午後 　★那覇空港発　13:45　⇒　北大東空港着 14:55■北大東空港にて島人と合流　～モニターツアースタート～　宿泊先にチェックイン■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓明日からお手伝いする畑の視察や説明など（1h程度）↓■夕食、地域の方々との交流会夕方 宿泊先へ夜 夕食 民宿2 4 宿泊先（朝食） 朝食日目 朝 ↓■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」午前 ↓■昼食昼 ↓■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」 昼食午後 ↓■夕食、今日の体験を振り返り夕方 宿泊先へ夜 夕食 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」■プログラム「農業体験」↓昼 ■昼食 昼食帰り支度など午後 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）↓■離島式～モニターツアー終了～　★北大東空港発　16:00　⇒　那覇空港着 17:15（帰路についてはそれぞれでの移動となります）【場所】北大東島
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）北大東村】【旅程表（案）北大東村】【旅程表（案）北大東村】【旅程表（案）北大東村】
        　『農業体験コース』　『農業体験コース』　『農業体験コース』　『農業体験コース』(1(1(1(1    3333月／月／月／月／4444名／名／名／名／4444泊泊泊泊5555日日日日))))

ご了承ください。
【人数】4名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）

1日目

5日目
【期間】
2016年1 3月中　4泊5日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■那覇空港集合　（那覇空港まではそれぞれでの移動となります）　★那覇空港発10:35 　⇒　宮古空港着11:30 ■宮古空港（集合場所）にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食↓伊良部島へ移動↓午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）↓■プログラム１「佐良浜まち歩き」(2h)■プログラム１「佐良浜まち歩き」(2h)■プログラム１「佐良浜まち歩き」(2h)■プログラム１「佐良浜まち歩き」(2h)　説明 のんびりとした島をゆっくりと歩く。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会（魚さばき体験・漁師めし）（魚さばき体験・漁師めし）（魚さばき体験・漁師めし）（魚さばき体験・漁師めし） 夕食夜 宿泊先へ（漁師さん宅） 民泊朝 宿泊先（朝食） 朝食午前 ■プログラム２「カツオ一本釣り修行ツアー」■プログラム２「カツオ一本釣り修行ツアー」■プログラム２「カツオ一本釣り修行ツアー」■プログラム２「カツオ一本釣り修行ツアー」（3 6h）↓昼食（魚さばき体験・漁師めし）（魚さばき体験・漁師めし）（魚さばき体験・漁師めし）（魚さばき体験・漁師めし） 昼食↓■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）■離島式～モニターツアー終了～　★宮古空港発13：30 ⇒　那覇空港着14:15（帰路についてはそれぞれでの移動となります）
事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）宮古島市】【旅程表（案）宮古島市】【旅程表（案）宮古島市】【旅程表（案）宮古島市】
    　　『伊良部・佐良浜「カツオ一本釣り修行ツアー」コース』（　　『伊良部・佐良浜「カツオ一本釣り修行ツアー」コース』（　　『伊良部・佐良浜「カツオ一本釣り修行ツアー」コース』（　　『伊良部・佐良浜「カツオ一本釣り修行ツアー」コース』（7777    9999月／月／月／月／4444名／名／名／名／1111泊泊泊泊2222日日日日))))

ご了承ください。
【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、

1日目
2日目
【期間】2016年7 9月　1泊2日【場所】伊良部島・佐良浜【人数】４名

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■那覇空港集合　（那覇空港まではそれぞれでの移動となります）　★那覇空港発8:10 　⇒　9:10宮古空港9:35 ⇒ 多良間空港10:00■多良間空港にて島人と合流　～モニターツアースタート～昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食↓午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）■プログラム１「集落散策とトゥプリめぐり」■プログラム１「集落散策とトゥプリめぐり」■プログラム１「集落散策とトゥプリめぐり」■プログラム１「集落散策とトゥプリめぐり」（2 3h）　説明 あらゆる所から海に続く小道「トゥプリ」には全て名前があるとか。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■プログラム２「ピンダアース体験」■プログラム２「ピンダアース体験」■プログラム２「ピンダアース体験」■プログラム２「ピンダアース体験」　説明 年に2回開催の闘山羊大会「ピンダアース大会」を見学。↓昼 ■昼食 昼食↓午後 午後も引き続き、「ピンダアース大会」を見学。↓夕方 ■夕食、今日の体験を振り返り　（採ったニンジンや蛤を食べる） 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食）↓午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）■離島式～モニターツアー終了～　★多良間空港発10:30 ⇒ 10:55宮古空港12:00⇒那覇空港12:45（帰路についてはそれぞれでの移動となります）
ご了承ください。
【場所】多良間島【人数】10名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）多良間村】【旅程表（案）多良間村】【旅程表（案）多良間村】【旅程表（案）多良間村】　『ピンダアース体験ツアー』　『ピンダアース体験ツアー』　『ピンダアース体験ツアー』　『ピンダアース体験ツアー』(5(5(5(5月・月・月・月・10101010月／月／月／月／10101010名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日))))

1日目
2日目
3日目 朝食【期間】2016年5月・10月　2泊3日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午前 ■那覇空港集合　（那覇空港まではそれぞれでの移動となります）　★那覇空港発9:35 　⇒　石垣空港10:35■石垣空港にて島人と合流　～モニターツアースタート～　市街地へ移動（バス30分）昼 　宿泊先にチェックイン、昼食 昼食↓午後 ■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）■プログラム１「バンナ岳トレッキングツアー」■プログラム１「バンナ岳トレッキングツアー」■プログラム１「バンナ岳トレッキングツアー」■プログラム１「バンナ岳トレッキングツアー」（2 3h）　説明 島中央に位置する「バンナ岳」から石垣島を見晴らす。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓午前 ■プログラム２「農業体験」■プログラム２「農業体験」■プログラム２「農業体験」■プログラム２「農業体験」　説明 石垣島に残された自然豊かなカントリーサイドを満喫。↓昼 ■昼食 昼食↓午後 ■プログラム３「シュノーケリング」■プログラム３「シュノーケリング」■プログラム３「シュノーケリング」■プログラム３「シュノーケリング」　美しい海でシュノーケリング。↓夕方 ■プログラム４「長命草を使った長寿食作り」■プログラム４「長命草を使った長寿食作り」■プログラム４「長命草を使った長寿食作り」■プログラム４「長命草を使った長寿食作り」■夕食（長寿食を食べる） 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食↓■公民館（集合場所）にて集合午前 　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）■離島式～モニターツアー終了～↓ 昼食昼 　★石垣空港発12:50 ⇒ 那覇空港13:45（帰路についてはそれぞれでの移動となります）【場所】石垣島
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）石垣市】【旅程表（案）石垣市】【旅程表（案）石垣市】【旅程表（案）石垣市】　『トレッキング＆シュノーケリング＆農業と長寿ツアー』　『トレッキング＆シュノーケリング＆農業と長寿ツアー』　『トレッキング＆シュノーケリング＆農業と長寿ツアー』　『トレッキング＆シュノーケリング＆農業と長寿ツアー』(11(11(11(11    2222月／月／月／月／25252525名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日))))

ご了承ください。
【人数】25名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）

1日目
2日目
3日目【期間】2016年11 2月　2泊3日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午後 ■那覇空港集合　（那覇空港まではそれぞれでの移動となります）　★那覇空港 12:30　⇒　石垣空港 13:35　★石垣港発15:00 　⇒　竹富港着15:20 ■竹富港にて島人と合流　～モニターツアースタート～　宿泊先にチェックイン↓■入学式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）■プログラム１「集落散策」■プログラム１「集落散策」■プログラム１「集落散策」■プログラム１「集落散策」（1h）　説明 島の魅力を知る為にのんびり散策。夕方 ↓■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 ■プログラム２「ナイトツアー」■プログラム２「ナイトツアー」■プログラム２「ナイトツアー」■プログラム２「ナイトツアー」 民宿宿泊先へ朝 宿泊先（朝食） 朝食■プログラム３「石積み体験」■プログラム３「石積み体験」■プログラム３「石積み体験」■プログラム３「石積み体験」午前 　説明 石と歴史の重みを感じながら石を積み上げる。↓■昼食昼 ↓ 昼食■プログラム４「染物体験」■プログラム４「染物体験」■プログラム４「染物体験」■プログラム４「染物体験」午後 　　　　説明 伝統的な染物を体験する。↓夕方 ■夕食、今日の体験を振り返り 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食午前 ■プログラム５「清掃」■プログラム５「清掃」■プログラム５「清掃」■プログラム５「清掃」↓昼 ■昼食 昼食↓午後 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）■卒業式～モニターツアー終了～　★竹富港発15:50 ⇒　石垣港着16:10　★石垣空港 18:30 ⇒ 那覇空港着 19:25（帰路についてはそれぞれでの移動となります）【場所】竹富島
※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）竹富町】【旅程表（案）竹富町】【旅程表（案）竹富町】【旅程表（案）竹富町】　『島時間　『島時間　『島時間　『島時間AAAAコース』コース』コース』コース』(1(1(1(1    2222月／月／月／月／33333333名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日))))

ご了承ください。
【人数】33名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）

1日目
2日目
3日目
【期間】2016年12 1月　2泊3日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）
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日次 時間 内容 食事 宿泊午後 ■那覇空港集合　（那覇空港まではそれぞれでの移動となります）　★那覇空港発11:15 ⇒12:15石垣空港12:40⇒与那国空港着13:15 ■与那国空港にて島人と合流　～モニターツアースタート～　宿泊先にチェックイン後、昼食。 昼食↓■入島式、オリエンテーション（1h）（ツアーの概要案内、地域について、関係者自己紹介、注意事項、その他）■プログラム１「与那国馬乗馬体験」■プログラム１「与那国馬乗馬体験」■プログラム１「与那国馬乗馬体験」■プログラム１「与那国馬乗馬体験」（2h）　説明 与那国馬とふれあい、乗馬をじっくり楽しむ。↓夕方 ■夕食、地域の方々との交流会 夕食夜 宿泊先へ 民宿朝 宿泊先（朝食） 朝食午前 ■プログラム2「海底遺跡ツアー体験」■プログラム2「海底遺跡ツアー体験」■プログラム2「海底遺跡ツアー体験」■プログラム2「海底遺跡ツアー体験」　説明 海底遺跡ツアー船に乗船。（1h）昼 ■昼食 昼食↓午後 ■プログラム３「民具作り体験」■プログラム３「民具作り体験」■プログラム３「民具作り体験」■プログラム３「民具作り体験」■プログラム４「クバ餅作り体験」■プログラム４「クバ餅作り体験」■プログラム４「クバ餅作り体験」■プログラム４「クバ餅作り体験」　　　　説明 伝統的な民具やクバ餅作りを体験、おやつに餅を頂く。夕方 ↓ 夕食夜 ■夕食、今日の体験を振り返り 民宿宿泊先へ朝 宿泊先（朝食）午前 ■公民館（集合場所）にて集合　振り返り会の実施（成果と課題の共有、改善策についての意見交換、など）■～モニターツアー終了～　★与那国空港発11:55 ⇒　那覇空港着13:15（帰路についてはそれぞれでの移動となります）
ご了承ください。
【場所】与那国島【人数】15名【費用】__________【その他注意事項】※集合場所までの移動に関する費用は、各自負担となります。※本ツアーはモニターツアーのため、ご参加の方にはアンケートへの御協力をお願い致しております。（本ツアーは沖縄県が実施する「島たび助成事業」のモニターツアーとなります。）※  ツアー中に、主催者および関係者がツアーの様子を撮影した写真・動画及びお伺いした参加者のご感想は、事業の報告書等（ホームページ・紙媒体への掲載等）において使用させていただく場合がありますので、

【旅程表（案）与那国町】【旅程表（案）与那国町】【旅程表（案）与那国町】【旅程表（案）与那国町】　　『　　『　　『　　『AAAAコース』コース』コース』コース』(6(6(6(6・・・・10101010月／月／月／月／15151515名／名／名／名／2222泊泊泊泊3333日日日日))))

1日目
2日目
3日目 朝食【期間】2016年6月・10月　2泊3日

（２）各離島  旅程表    （    ）

【２】総括（離島観光・交流促進事業【島たび助成】の実施に向けて）


