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第７節 久米島 

 取り組み概要 
今年度は、21 個(全離島中最多数)の体験プログラムの実施を行った。初めて取り組むものも多

数あったが、受入れを通してモニター参加者から多くの意見をきく事が出来た。また、久米島の産

業を使った体験プログラムで漁協、久米島紬組合、久米島町役場福祉課や環境保全課などとも連

携することができた。 
 

 造成プログラム一覧 
1 海と山に囲まれた絶景パークゴルフ場で島人と交流試合＆儀間集落散策 

2 移住希望者必見！かずみﾈｰﾈｰから学ぶ、島で話題の「直売市」で久米島限定お宝商品販売体験♪ 

3 日本一の生産量 「久米島の活車えび」美味しい〆方教室と養殖場見学ツアー 

4 久米島紬の里 ユイマール館で久米島紬の織り＆染め体験ツアー 

5 海洋深層水化粧品ポイントピュールで美容セミナー♪ 

6 食物アレルギー対応の島！久米島で学ぶアレルギー対応研修ツアー 

7 老人クラブ対抗 久米島ゲートボール交流試合♪ 

8 奥武島ステイプラン 自然に感謝！朝ヨガで心も身体もリフレッシュ！ 

9 ホタルとサンゴの島づくり体験プログラム 

10 マラソンランナー必見！久米島マラソンのための SMAP プログラムとコース下見ツアー 

11 馬の歴史と生態から学ぶリーダーシップ研修 

12 親子で楽しむ馬牧場 

13 パイン園でパン作り♪ 

14 パイン園でパン作り♪（ランチ付） 

15 高級な海洋深層水の塩 100%使用した早苗さんのこだわりの久米島味噌作り体験 

16 山里ゆんたく市場 選べる地元体験プログラム！ 

17 首里城の窓枠に塗られている「久米の赤土」から作る粘土を使ったシーサー作り（三時茶付） 

18 美容・健康のハーブ「ローゼル」でお料理教室（三時茶付） 

19 オッパッピーママ小島智恵さんと一緒に踊る琉球舞踊体験♪（三時茶付） 

20 意外と知らないサトウキビ刈り体験（ランチ付） 

21 あだんの根で作るＭＹ筆作りとお習字教室（自家製窯焼きピザランチ付） 
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 実施ツアー一覧 
＜参加者合計：432 名(25名)＞ 

プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

海と山に囲まれた絶景パークゴルフ場で 

島人と交流試合＆儀間集落散策 

16/11/25(金) ２泊３日 民宿 １０名 ２７名 

16/11/25(金) ２泊３日 民泊 １０名 １４名 

17/01/28(土) ２泊３日 民宿 １０名 ２４名 

17/01/28(土) ２泊３日 民泊 １０名 １３名 

移住希望者必見！かずみﾈｰﾈｰから 

学ぶ、島で話題の「直売市」で 

久米島限定お宝商品販売体験♪ 

17/02/18(土) ２泊３日 民宿 ５名 ３名 

日本一の生産量「久米島の活車えび」 

美味しい〆方教室と養殖場見学ツアー 
16/11/25(金) ２泊３日 民宿 ５名 １５名 

久米島紬の里ユイマール館で 

久米島紬の織り＆染め体験ツアー 

16/11/14(月) ２泊３日 民泊 ６名 ４名 

17/01/18(水) ２泊３日 民泊 ６名 ４名 

海洋深層水化粧品ポイントピュールで 

美容セミナー♪ 

16/11/11(金) ２泊３日 民泊 １０名 ４名 

16/12/02(金) ２泊３日 民宿 １０名 １０名 

食物アレルギー対応の島！ 

久米島で学ぶアレルギー対応研修ツアー 

16/11/14(月) ２泊３日 民宿 １０名 ７名 

16/11/21(月) ２泊３日 民宿 １０名 ８名 

17/01/18(水) ２泊３日 民宿 １０名 １２名 

老人クラブ対抗 

久米島ゲートボール交流試合♪ 

16/11/12(土) ２泊３日 民泊 １０名 ３名 

17/02/02(木) ２泊３日 民泊 １０名 １５名 

奥武島ステイプラン 自然に感謝！ 

朝ヨガで心も身体もリフレッシュ！ 
16/11/11(金) ２泊３日 民泊 １０名 １０名 

ホタルとサンゴの島づくり体験プログラム 

16/11/04(金) ２泊３日 民泊 ２０名 １５（１）名 

16/11/11(金) ２泊３日 民宿 ２０名 １４（２）名 

16/11/25(金) ２泊３日 民宿 ２０名 ２６名 

16/12/09(金) ２泊３日 民泊 ２０名 ２０名 

17/01/07(土) １泊２日 民宿 ２０名 ２１（５）名 

17/02/04(土) １泊２日 民宿 ２０名 ２１（２）名 

17/02/11(土) １泊２日 民宿 ２０名 １７（４）名 

17/02/18(土) １泊２日 民宿 ２０名 １１名 

17/02/25(土) １泊２日 民宿 ２０名 １０（３）名 

マラソンランナー必見！ 

久米島マラソンのための 

SMAP プログラムとコース下見ツアー 

16/10/22(土) ２泊３日 民泊 １５名 ４名 

馬の歴史と生態から学ぶ 

リーダーシップ研修 
16/11/21(月) ２泊３日 民泊 ５名 ３名 

親子で楽しむ馬牧場 
17/01/24(火) １泊２日 民泊 ５名 ４（２）名 

17/02/20(月) １泊２日 民泊 ５名 ６（１）名 
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プログラム名 出発日 泊数 宿泊形態 定員 参加者数 

パイン園でパン作り♪ 

16/11/03(木) ２泊３日 民泊 ５名 ２名 

16/11/18(金) ２泊３日 民泊 ５名 ３名 

16/12/01(木) ２泊３日 民泊 ５名 ４名 

16/12/22(木) ２泊３日 民泊 ５名 ３名 

17/01/20(金) ２泊３日 民泊 ５名 ５名 

17/02/03(金) ２泊３日 民泊 ５名 ４名 

パイン園でパン作り♪（ランチ付） 17/03/11(土) １泊２日 民泊 ６名 ６（１）名 

高級な海洋深層水の塩 100%使用した 

早苗さんのこだわりの久米島味噌作り体験 
16/11/25(金) ２泊３日 民泊 ５名 ５名 

山里ゆんたく市場 

選べる地元体験プログラム！ 

16/11/18(金) ２泊３日 民泊 １０名 ３名 

16/12/22(木) ２泊３日 民泊 １０名 ６名 

17/01/20(金) ２泊３日 民泊 １０名 １２名 

首里城の窓枠に塗られている 

「久米の赤土」から作る粘土を使った 

シーサー作り（三時茶付） 

17/03/11(土) １泊２日 民泊 ６名 ６名 

美容・健康のハーブ「ローゼル」で 

お料理教室（三時茶付） 
17/03/11(土) １泊２日 民泊 ６名 ６名 

オッパッピーママ小島智恵さんと一緒に 

踊る琉球舞踊体験♪（三時茶付） 
17/03/11(土) １泊２日 民泊 ６名 ８（３）名 

意外と知らない 

サトウキビ刈り体験（ランチ付） 
17/03/11(土) １泊２日 民泊 ６名 ６（１）名 

あだんの根で作るＭＹ筆作りと 

お習字教室（自家製窯焼きピザランチ付） 
17/03/11(土) １泊２日 民泊 ６名 ８名 

※表中の( )内は助成対象外の内数 
 

  



168 
 

 ツアー概要 
１. 海と山に囲まれた絶景パークゴルフ場で島人と交流試合＆儀間集落散策 

ツアー紹介文： 

ロケーション抜群な久米島パークゴルフ場で地元の方々と交流試合をします。試合の後は、島人

ガイドとともに儀間集落散策をします。 
 

行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
12:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:55   那覇空港より[JTA211便]にて出発 
13:35  久米島空港到着、コーディネーターと合流 
14:00  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   島内紹介をしながら宿泊先に移動 
   フリータイム 

18:30  夕食 
  （宿泊：島内民泊・民宿） 

２
日
目 

   朝食 
   会場へ移動 

10:00  【モニタープログラム】 海と山に囲まれた絶景パークゴルフ場で島人と交流試合 
   終了 

12:00  昼食 
14:00  【モニタープログラム】 儀間集落散策 
16:00 

 
 終了 

  フリータイム 
19:00  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 

  （宿泊：島内民泊・民宿） 

３
日
目 

   朝食、チェックアウト 
9:00  フリータイム 

   昼食 
   久米島空港へ移動 

13:00  【振り返りゆんたく会】 会場：久米島空港 2F 会議室 
   （意見交換・アンケート) 
   終了、アンケート回収 

14:15  久米島空港より[JTA212便]にて出発 
14:50  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地元住民との交流を促進できるプログラムとなった。 

■課題 

・参加者によって熟練度や経験値に差があるので、ハンデを付ける、グループ割を見直す等の工夫

が必要と思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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２. 移住希望者必見！かずみﾈｰﾈｰから学ぶ、 

     島で話題の「直売市」で久米島限定お宝商品販売体験♪ 

ツアー紹介文： 

島の美味しいおみやげ「鬼嫁まんじゅう」開発者の儀間一美さんと県外・海外から移住してきた仲

間たちが手作りで営む「久米島直売市」でお手伝いをしながら、交流しませんか？移住者の方もた

くさんいるので、久米島移住の経験談も聞けるかも？ 
 

行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
12:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:55   那覇空港より[JTA211便]にて出発 
13:35  久米島空港到着、コーディネーターと合流 
14:00  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   フリータイム 
18:30  夕食 

  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

   朝食 
   会場へ移動 

10:00  【モニタープログラム】移住希望者必見！かずみﾈｰﾈｰから学ぶ、島で話題の 
               「直売市」で久米島限定お宝商品販売体験♪ 
   終了 

12:00  昼食 
  フリータイム 

19:00  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
  （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

   朝食、チェックアウト 
9:00  フリータイム 

   昼食 
   久米島空港へ移動 

13:00  【振り返りゆんたく会】 会場：久米島空港 2F 会議室 
   （意見交換・アンケート) 

14:00  終了、アンケート回収 
14:15  久米島空港より[JTA212便]にて出発 
14:50  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・島の住民との交流を促進し、移住希望者が移住後の島での暮らしをイメージできるようなプロ

グラムが出来た。 

■課題 

・プログラム実施前に「何をどのように行う」等の詳しいインストラクションが必要と思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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３. 日本一の生産量「久米島の活車えび」美味しい〆方教室と養殖場見学ツアー 

ツアー紹介文： 

 活車エビをもらって困ったことはありませんか？車エビの養殖日本一の久米島で活車エビの美味

しい締め方と食べ方を伝授しちゃいます。養殖場見学では、「これだから美味しいんだ！」と納得

できる秘密の数々をこっそり教えちゃいます♪ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

7:10  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
7:25  【結団式】事業説明、諸連絡など 
8:20   那覇空港より[RAC871便]にて出発 
8:55  久米島空港到着、コーディネーターと合流 
9:20  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   島内紹介をしながら宿泊先に移動 
   フリータイム 

18:30  夕食 
  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
   会場へ移動 

11:00  【モニタープログラム】日本一の生産量「久米島の活車えび」美味しい〆方 
   教室と養殖場見学ツアー 

12:00  昼食(各自) 
  終了 

19:00  【夕食交流会】 会場：スナックあや 
  （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食、チェックアウト 
9:00  久米島空港へ移動 
9:30  【振り返りゆんたく会】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   （意見交換・アンケート) 
   終了、アンケート回収 

11:20  久米島空港より[RAC876便]にて出発 
11:55  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・島の特産品を体験プログラムとして活用する事で、参加者の島に対する理解を促進できた。 

・観光に携わらない島の事業者を巻き込むことが出来た。 

■課題 

・プログラム構成を見直すことで学習要素を高めたり、参加者の消費を促すよう改善が出来る。 

 

モニターアンケート結果： 
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４. 久米島紬の里 ユイマール館で久米島紬の織り＆染め体験ツアー 

ツアー紹介文： 

国指定重要無形文化財「久米島紬」のコースター織りとショール染めを体験していただきます。出

来上がったものはもちろんおみやげに♪資料館見学や、紬職人が多く住む紬の里散策もセットに

なっており、久米島紬がよく分かる内容をご用意しています。 
 

行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
12:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:55   那覇空港より[JTA211便]にて出発 
13:35  久米島到着、コーディネーターと合流 
14:00  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   民泊受入家庭の自家用車にて島内紹介をしながら移動 
16:00  【家業体験】 
18:00  【夕食交流会】 

    会場：居酒屋 祭り太鼓 
20:00  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

7:00  朝食 
9:30  【モニタープログラム】久米島 紬の里 ユイマール館で久米島紬の織り&染め体験ツアー 

   終了 
12:00  昼食 

   フリータイム  
19:00  夕食づくり、夕食 

  （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

7:00  朝食 
   フリータイム 
   昼食 

12:00  民泊受け入れ家庭の自家用車にて空港へ 
12:30   【振り返りゆんたく会】  会場：久米島空港 2F 会議室 

  （意見交換・アンケート記入） 
13:30  終了、アンケート回収 
14:15  久米島空港より［JTA212便］にて出発 
14:50  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・久米島の伝統工芸をアピールできるプログラムを開発できた。 

・久米島紬のファン作りに繋がった。 

■課題 

・より内容の濃い体験とするために、織手さんとの交流を深められるような仕掛けが必要かと思

われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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５. 海洋深層水化粧品ポイントピュールで美容セミナー♪ 

ツアー紹介文： 

 日本一深い取水口と最大級の取水量を誇る久米島の「海洋深層水」はミネラル豊富で超清潔！そ

の海洋深層水を使ったコスメの魅力を教えます。久米島の自然に癒され心も体も美しく！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
12:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:55   那覇空港より[JTA211便]にて出発 
13:35  久米島空港到着、コーディネーターと合流 
14:00  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   島内紹介をしながら宿泊先に移動 
   フリータイム 

18:30  夕食 
  （宿泊：島内民泊・民宿） 

２
日
目 

7:00  朝食 
   フリータイム 
   昼食 
   終了 

14:00  【モニタープログラム】海洋深層水化粧品ポイントピュールで美容セミナー♪ 
17:00  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 

  （宿泊：島内民泊・民宿） 

３
日
目 

   朝食、チェックアウト 
9:00  フリータイム 

   昼食 
   久米島空港へ移動 

13:00  【振り返りゆんたく会】 会場：久米島空港 2F 会議室 
   （意見交換・アンケート) 
   終了、アンケート回収 

14:15  久米島空港より[JTA212便]にて出発 
14:50  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・観光に携わらない島の事業者を巻き込むことが出来た。 

■課題 

・久米島はもちろん、ポイントピュールのファンづくりにつながる仕掛けを盛り込むと良いと思

われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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６. 食物アレルギー対応の島！久米島で学ぶアレルギー対応研修ツアー 

ツアー紹介文： 

食物アレルギーへの対応を検討している団体や企業の皆様向けの視察プランです。平成 20 年から

アレルギー対応旅行に取り組んでいる久米島のコンシェルジュがそのノウハウをお教えします。

アレルギー対応食（朝昼夕）もお試しいただけます。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
12:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:55   那覇空港より[JTA211便]にて出発 
13:35  久米島到着、コーディネーターと合流 
14:00  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F会議室 

   送迎車にて島内紹介をしながら、宿泊先へ 
16:00  ホテル チェックイン 
17:00  【モニタープログラム】食物アレルギー講話 
18:00  夕食(食物アレルギー対応メニュー) 

  （宿泊：島内ホテル） 

２
日
目 

7:00  朝食(食物アレルギー対応メニュー) 
9:00  【モニタープログラム】食物アレルギー対応の島！  

       久米島で学ぶアレルギー対応研修ツアー 
12:00  昼食(食物アレルギー対応メニュー)  会場：リゾートホテル久米アイランド 
13:00  フリータイム 
18:00  【夕食交流会】 会場：居酒屋 祭り太鼓 

  （宿泊：島内ホテル） 

３
日
目 

7:00  朝食、チェックアウト 
   フリータイム 
   昼食 

12:00  宿泊先から送迎車で空港に移動 
12:30   【振り返りゆんたく会】  会場：久米島空港 2F会議室 

  （意見交換・アンケート記入） 
13:30  終了、アンケート回収 
14:15  久米島空港より［JTA212便］にて出発 
14:50  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・久米島のアレルギー対応への取り組みをアピールすることが出来た。 

■課題 

・視察要素の強い内容となってしまったので、何か体験を組み込めると尚良いと思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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７. 老人クラブ対抗 久米島ゲートボール交流試合♪ 

ツアー紹介文： 

 地元老人クラブチームと一緒にゲートボールの交流試合をしませんか？試合の後はもちろん交流

会！会場はあのプロ野球チーム楽天がキャンプで使用している全天候型ホタルドームなのでどん

な天気でも安心です！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45  集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
12:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:55   那覇空港より[JTA211便]にて出発 
13:35  久米島空港到着、コーディネーターと合流 
14:00  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   島内紹介をしながら宿泊先に移動 
   フリータイム 

18:30  夕食 
  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
   会場へ移動 

10:00  【モニタープログラム】老人クラブ対抗 久米島ゲートボール交流試合♪ 
   終了 

12:00  昼食 
  フリータイム 

19:00  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
  （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食、チェックアウト 
9:00  フリータイム 

   昼食 
   久米島空港へ移動 

13:00  【振り返りゆんたく会】 会場：久米島空港 2F 会議室 
   （意見交換・アンケート) 
   終了、アンケート回収 

14:15  久米島空港より[JTA212便]にて出発 
14:50  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・地元住民との交流を促進できるプログラムとなった。 

・老人クラブのみなさんがとてもイキイキと交流を行っていた。 

■課題 

・参加者によって熟練度や経験値に差があるのでグループ割を見直す等の工夫が必要と思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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８. 奥武島ステイプラン 自然に感謝！朝ヨガで心も身体もリフレッシュ！  

ツアー紹介文： 

久米島から橋で繋がる奥武島を舞台に早朝ヨガからはじまり、ビーチクリーンの後、軽めの朝食

をとり、海洋深層水温浴施設のバーデハウスでリフレッシュします。心の掃除、体の掃除、海の掃

除で自然に感謝！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
12:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:55   那覇空港より[JTA211便]にて出発 
13:35  久米島到着、コーディネーターと合流 
14:00  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F会議室 

   送迎車にて島内紹介をしながら、宿泊先へ 
16:00  ホテル チェックイン 
17:25  【モニタープログラム】海洋深水温浴施設バーデハウス久米島 
19:30  民宿にて夕食 

  （宿泊：島内民宿） 

２
日
目 

7:00  朝食 
   フリータイム 
   各自昼食 
   フリータイム 

17:00  【モニタープログラム】夕ヨガ 
18:00  【夕食交流会】 会場：居酒屋 O2 ハッピー 

  （宿泊：島内民宿） 

３
日
目 

6:30  朝食 
7:00  【モニタープログラム】場所：イーフビーチ 

    自然に感謝！朝ヨガで心も身体もリフレッシュ！ 
12:00  宿泊先から送迎車で空港に移動 
12:30   【振り返りゆんたく会】  会場：久米島空港 2F会議室 

  （意見交換・アンケート記入） 
13:30  終了、アンケート回収 
14:15  久米島空港より［JTA212便］にて出発 
14:50  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・久米島の自然を活かした女性向けプログラムを作成できた。 

■課題 

・もう少しのんびりするための調整が必要かと思われる。 

・他の女性向けコンテンツとの組み合わせも検討できる。 

 

モニターアンケート結果： 
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９. ホタルとサンゴの島づくり体験プログラム 

ツアー紹介文： 

島のホタルやサンゴの再生に取り組むホタル館の緑地・湿地・川ビオトープで、森・川・海を巡る

自然環境や、生きもののつながりを体験していただきます。 
地域の子どもたちや保護者が実際に行っている川の泥上げ作業を体験することで、足元で始める

地球環境保護への理解と、ポジティブシンキングな生き方を子どもから大人まで深めることが出

来ます。 
 
行程表： 

（１泊２日行程） 

日 時間 行   程 

１
日
目 

7:40   集合 
7:55  【結団式】事業説明、諸連絡など 
8:30  泊港よりフェリーにて出発 
12:30  兼城港到着、コーディネーターと合流 
12:45  【オリエンテーション】 会場：兼城港ターミナル 
13:00  昼食 
14:30   【モニタープログラム】ホタルとサンゴの島づくり体験プログラム① 

   瀬全の仕組みを生かす森と川と湿地のビオトープ作り 会場：久米島ホタル館 
16:30  終了(着替え) 
18:00  【夕食交流会&ナイトウォークラリー】 会場：久米島ホタル館東屋 
19:00  【モニタープログラム】ホタルとサンゴの島づくり体験プログラム② 
20:30  終了 

  （宿泊：島内民宿） 

２ 
日
目 

   朝食、 
   民宿チェックアウト 

11:00  島内観光 
   昼食 

12:30   【振り返りゆんたく会】  会場：兼城港ターミナル 
  （意見交換・アンケート記入） 

13:30  終了、アンケート回収 
14:00  兼城港よりフェリーにて出発 
17:00  泊港到着、解散 

 
 

  



193 
 

（２泊３日行程） 

日 時間 行   程 

１
日
目 

9:40   集合、航空券を受け取り後、荷物預けを済ませる 
10:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
10:55   那覇空港より[RAC875便]にて出発 

   久米島到着、コーディネーターと合流 
11:30  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   民泊受家庭の自家用車にて島内紹介をしながら、宿泊先へ移動 
   昼食 
   フリータイム 

18:00  夕食 
  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

7:00  朝食 
9:30  【モニタープログラム】 会場：久米島ホタル館 

   ホタルとサンゴの島づくり体験プログラム 
12:00  昼食 
13:00  フリータイム 
17:00  終了 
18:00  【夕食交流会】 会場：久米島ホタル館東屋 

  （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

7:00  朝食 
   フリータイム 
   昼食 

12:00  民泊受入家庭の自家用車にて空港へ 
12:30   【振り返りゆんたく会】  会場：久米島空港 2F 会議室 

  （意見交換・アンケート記入） 
13:30  終了、アンケート回収 
14:15  久米島空港より［JTA212便］にて出発 
14:50  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 

   
 
■成果 

・島の自然環境保護の取り組みをアピールすることができた。 

■課題 

・「蛍を見ることが出来る」と誤解を招くようなタイトルだったので、以後注意が必要である。 

・高齢者には体力的にきつい内容もあったので、事前に注意書きをしっかり行う。 
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モニターアンケート結果： 
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１０. マラソンランナー必見！久米島マラソンのための SMAP プログラムとコース下見ツアー 

ツアー紹介文： 

久米島のスポーツジムＳＭＡＰでマラソン大会の為に開発した直前特別準備プログラムで体の準

備を整えた後は、民泊先の方とコースの下見に出かけよう！地元の人しか知らない情報がゲット

できるかも。これで心も体も準備万端！ 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

7:40  集合 
7:55  【結団式】事業説明、諸連絡など 
8:30   フェリーにて久米島へ 
12:30  久米島空港到着、コーディネーターと合流 

   昼食(各自) 
14:00  【オリエンテーション】  

   島内紹介をしながら宿泊先に移動 
   【モニタープログラム】マラソンランナー必見！ 
        久米島マラソンのための SMAPプログラムとコース下見 

18:30  夕食 
  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

   朝食 
   会場へ移動 

10:00  マラソン大会参加 
   終了 

12:00  昼食 
  フリータイム 

17:00  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
  （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

   朝食、チェックアウト 
9:00  フリータイム 

   昼食 
   久米島空港へ移動 

13:00  【振り返りゆんたく会】 会場：久米島空港 2F 会議室 
   （意見交換・アンケート) 
   終了、アンケート回収 

14:15  久米島空港より[JTA212便]にて出発 
14:50  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・既存の島のイベントに付随するツアーを造成できた。 
■課題 

・内容のブラッシュアップを行い、個人の過ごし方に合わせた内容にカスタム出来ると良いと思

われる。 
 

モニターアンケート結果： 
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