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１１. 馬の歴史と生態から学ぶリーダーシップ研修 

ツアー紹介文： 

馬も人間も同じ生き物。１頭１頭性格の違う馬たちは、家族でもあり仕事をともにする仲間でも

あります。馬との対話・ふれあいを通して、牧場の井上さんが、あなたと部下・同僚の関係性を振

り返るお手伝いをします。 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45  集合 
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】馬の歴史と生態から学ぶリーダーシップ研修 
   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 

・観光協会と連携した体験プログラムとして成立させることが出来た。 

■課題 

・企業研修などに活用で来ると尚良いかと思われる。 

 

モニターアンケート結果： 

 

 

 

 



201 
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１２. 親子で楽しむ馬牧場 

ツアー紹介文： 

馬も人間も同じ生き物。１頭１頭性格の違う馬たちは、家族でもあり仲間でもあります。馬との対

話・ふれあいを通して、牧場の井上さんが、家族の関係性を振り返るお手伝いをします。 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45   集合 
12:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:55   那覇空港より[JTA211]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 

   島内紹介をしながら移動 
15:00  【モニタープログラム】親子で楽しむ馬牧場 

    会場：大岳小学校 
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） 

２ 
日
目 

7:00  朝食 
9:00  【家業体験】 
10:00  フリータイム 

   昼食 
   空港へ移動 

14:00   【振り返りゆんたく会】  会場：久米島空港 2F 会議室 
  （意見交換・アンケート記入） 

15:00  終了、アンケート回収 
   各自搭乗手続き 

16:10  久米島空港より［RAC880便］にて出発 
16:45  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 

   
 

■成果 

・体験内容を親子向けにアレンジして実施することが来た。 
■課題 

・しおりに服装に関しての注意書きを入れていたが、見落として参加する方や「大丈夫だろう」と

思う方もいたので、しっかりとアナウンスする必要がある。 
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モニターアンケート結果： 
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１３. パイン園でパン作り♪ 

ツアー紹介文： 

山の上にある赤嶺パイン園で、自家製パンとオリジナルジャムを作ります。砂糖控えめでヘルシ

ーな美味しさが自慢です。焼き立てパンを各種フルーツジャムやフレッシュ野菜とランチで召し

上がれ！手作りジャムはもちろん持ち帰り可能。 
 

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 

   島内紹介をしながら宿泊先へ移動 
16:00  【家業体験】 
18:00  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

7:00  朝食 
9:30  【モニタープログラム】パイン園でパン作り♪ 
13:30  昼食づくり、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  空港へ移動 
12:30   【振り返りゆんたく会】  会場：久米島空港 2F 

  （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 

・住民との交流を促すプログラムを作成することが出来た。 

■課題 

・パインジャムを活用したパンを作りたかったという声があった。その家庭ならではのオリジナ

リティーを出していけると良いと思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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１４. パイン園でパン作り♪（ランチ付） 

ツアー紹介文： 

広大なパイン園の素晴らしい自然に囲まれた赤嶺パイン園で、特製パインジャムを使用したパン

作りをお楽しみいただきます。焼き立てのパンを新鮮な野菜と一緒にランチでいただきます。（昼

間から白ワインが飲みたくなるかも♪） 
 
行程表： 

日 時間 行   程 

１
日
目 

11:45   集合 
12:00  【結団式】事業説明、諸連絡など 
12:55   那覇空港より[JTA211]にて出発 
13:35  久米島到着、コーディネーターと合流 
13:50  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   民家さんの車にて、民泊先へ移動 
15:00  【家業体験】 

   フリータイム 
17:00  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
21:00  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】パイン園でパン作り♪(ランチ付) 
13:30  終了 

   フリータイム 
   空港へ移動 

17:00   【振り返りゆんたく会】  会場：久米島空港 2F 会議室 
  （意見交換・アンケート記入） 
   終了、アンケート回収 

17:50  各自搭乗手続き 
18:30  久米島空港より［RAC882便］にて出発 
19:05  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・ランチを付けることで、作る→食べるという食育的な要素を取り入れることが出来た。 

■課題 

・事前に工程を説明し、レシピの貼り出しや配布することで、調理中に参加者が手持ち無沙汰にな

らないような工夫が必要かと思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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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 

ツアー紹介文： 

久米島の海洋深層水から作った高級な塩を 100%使った早苗さんこだわりの味噌作り体験。もちろ

ん味噌を使ったおいしい料理も教えちゃいます。出来上がった味噌は後日、皆様のご自宅へ発送

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  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
  （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】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 
   終了 

12:00  昼食 
  フリータイム、家業体験 

19:00  夕食 
  （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 
   フリータイム 
   久米島空港へ移動 

15:30  【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 

19:10  久米島空港より[JTA212便]にて出発 
19:45  那覇空港到着、解散 

 
実施写真： 
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■成果 

・住民との交流を促進できるプログラム作りができた。 

・民家ならではの特色を出すことが出来た。 

■課題 

・臨機応変に対応は出来たが、事前の段取りを整え予定通りに工程が進むようにする必要がある

と思わる。 

 

モニターアンケート結果： 
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214 
 

１６. 山里ゆんたく市場 選べる地元体験プログラム！ 

ツアー紹介文： 

農業体験から山里集落散策、久米島の郷土料理作りなど山里ゆんたく市場でできる体験プログラ

ムをお楽しみください♪ 

 

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 

   島内紹介をしながら宿泊先へ移動 
16:00   【家業体験】 
19:00  夕食 

  （宿泊：島内民泊） 

２
日
目 

7:00  朝食 
9:00  【モニタープログラム】 

   山里ゆんたく市場 選べる地元体験プログラム！ 
   モニタープログラム終了 

12:00  昼食 
   フリータイム 

19:00  【夕食交流会】 
   会場：山里ゆんたく市場 

21:00  終了 
  （宿泊：島内民泊） 

３
日
目 

7:00  朝食 
   フリータイム 
    昼食 

12:00  空港へ移動 
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 

   各自搭乗手続き 
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 

・実施を繰り返し、プログラムの中身を深めていく必要があると思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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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） 

ツアー紹介文： 

シーサー作りの元となる粘土は、由緒正しい「久米の赤土」です。丹念に泥をこして作る工程は、

やちむんの粘土の偉大さを感じるシーンとなります。作り手の顔に似ると言われているシーサー

作りは、愛着のある作品となること間違いなし。作ったシーサーは約 1 か月後にご自宅へ郵送い

たします。三時茶では、奥さんの美味しい手作りスイーツをお楽しみください。 
 
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 
13:50  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 
14:15  プログラム会場に移動 
15:00  【モニタープログラム】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づくり(三時茶付) 
17:30  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
21:00  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２ 
日
目 

7:00  朝食 
9:00  【家業体験】 
10:00  フリータイム 

   昼食 
   空港へ移動 

14:30   【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） 
   終了、アンケート回収 

15:30  各自搭乗手続き 
16:10  久米島空港より［RAC880便］にて出発 
16:45  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するプログラム作りができた。 

■課題 

・実施を繰り返し、プログラムの中身を深めていく必要があると思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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１８. 美容・健康のハーブ「ローゼル」でお料理教室（三時茶付） 

ツアー紹介文： 

みなみ農園を営む八重さんと一緒にローゼルでジャムやおいなりさんなどを作ります。料理教室

の後は、ハーブティーでゆんたくタイムでリラックスします。作ったローゼルおいなりさんは、夕

食交流会で差入れしましょう。 
 
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 
13:50  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 
14:15  プログラム会場に移動 
15:00  【モニタープログラム】美容・健康のハーブ「ローゼル」でお料理教室(三時茶付) 
17:30  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
21:00  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２ 
日
目 

7:00  朝食 
9:00  【家業体験】 
10:00  フリータイム 

   昼食 
   空港へ移動 

14:30   【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） 
   終了、アンケート回収 

15:30  各自搭乗手続き 
16:10  久米島空港より［RAC880便］にて出発 
16:45  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 
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■成果 

・地元住民の個性を活かした体験プログラム作りができた。 

■課題 

・実施を繰り返し、プログラムの中身を深めていく必要があると思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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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） 

ツアー紹介文： 

テレビのビフォアーアフターでも放映されたお店の奥には、座敷の間があります。そこで、小島智

恵さんと一緒に琉球舞踊を 1 曲踊れるようになるまで練習します。練習のあとは、智恵さんとゆ

んたくしながら三時茶をお楽しみいただきます。習った踊りは、夕食交流会で披露しましょう♪ 
 
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 
13:50  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 
14:15  プログラム会場に移動 
15:00  【モニタープログラム】オッパッピーママ小島知恵さんと一緒に踊る琉球舞踊体験♪ 
17:30  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
21:00  終了 

  （宿泊：島内民泊） 

２ 
日
目 

7:00  朝食 
9:00  【家業体験】 
10:00  フリータイム 

   昼食 
   空港へ移動 

14:30   【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） 
   終了、アンケート回収 

15:30  各自搭乗手続き 
16:10  久米島空港より［RAC880便］にて出発 
16:45  那覇空港到着、解散 

 

 

実施写真： 
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■成果 

・地元住民の個性を活かした体験プログラム作りができた。 

■課題 

・実施を繰り返し、プログラムの中身を深めていく必要があると思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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２０. 意外と知らないサトウキビ刈り体験（ランチ付） 

ツアー紹介文： 

沖縄県内では、良く見ることができるサトウキビ。意外とキビ倒しの仕方やキビの生態について

知っている方は少ないと思います。沖縄の基幹作物であるサトウキビを知ることは、ウチナーン

チュのルーツを感じる時間にもなるはずです。 
 
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]にて出発 
13:35  久米島到着、コーディネーターと合流 
13:50  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   民泊先へ移動 
15:00  【家業体験】 

   フリータイム 
17:00  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
21:00  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】意外と知らないサトウキビ刈り体験 
13:30  終了 

   フリータイム 
   空港へ移動 

17:00   【振り返りゆんたく会】  会場：久米島空港 2F 会議室 
  （意見交換・アンケート記入） 
   終了、アンケート回収 

17:50  各自搭乗手続き 
18:30  久米島空港より［RAC882便］にて出発 
19:05  那覇空港到着、解散 

 

 

実施写真： 
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■成果 

・地元住民の個性を活かした体験プログラム作りができた。 

・体験のインストラクションをしっかりと行うことが出来た。 

■課題 

・実施を繰り返し、プログラムの中身を深めていく必要があると思われる。 

 

モニターアンケート結果： 
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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） 

ツアー紹介文： 

アダンの根っこで習字のマイ筆を作ります。できた筆での書道は、格別です。お庭にあるビザ釜で

焼きたてのピザをランチで召し上がれ！アダンの筆は、お土産としてお持ち帰りいただけます。 
 
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]にて出発 
13:35  久米島到着、コーディネーターと合流 
13:50  【オリエンテーション】 会場：久米島空港 2F 会議室 

   民泊先へ移動 
15:00  【家業体験】 

   フリータイム 
17:00  終了 
18:30  【夕食交流会】 会場：イーフ情報プラザ 
21:00  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】あだんの根で作るＭＹ筆作りとお習字教室 
13:30  終了 

   フリータイム 
   空港へ移動 

17:00   【振り返りゆんたく会】  会場：久米島空港 2F 会議室 
  （意見交換・アンケート記入） 
   終了、アンケート回収 

17:50  各自搭乗手続き 
18:30  久米島空港より［RAC882便］にて出発 
19:05  那覇空港到着、解散 

 

実施写真： 

   

 

■成果 

・地元住民の個性を活かした体験プログラム作りができた。 

■課題 

・実施を繰り返し、プログラムの中身を深めていく必要があると思われる。 
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モニターアンケート結果： 
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 島に関するアンケート結果 

 

 

 

 

 



232 
 

 

 

  



233 
 

 島の声 
・今回は 21 の新規プログラムを立ち上げることが出来た。 

・受入れを繰り返すごとに、島の方々から色々なアイディアが出てくるようになり、皆楽しみなが

ら受入れを行うことが出来た。 

・「参加者と繋がりができてとても嬉しい、こういった繋がりが島には大事だ」という声が民家さ

んから上がっている。 

・参加者から貴重な意見をたくさんもらえるので、１つ１つ改善していきたいと考えている。 

・受入れに関わっていない島の方々からの関心も高まってきているので、まずは交流会に色々な方

を招待し次ステップに繋がるように仕掛けていきたい。 

・今後は 6 次化産業等の視点からも取り組んで行き、これまでの観光産業とは違った形でどんどん

展開させていきたい。 

 

 参加者の声 
・民泊に参加したが、受入先のご夫婦はとても親切にしてくださり、温かい家庭だった。成人する

と親と一緒に過ごす機会はほとんどなくなったので、久しぶりにその感覚を味わえて良かった。

また、島はゆったりした時間が流れ、島の人も明るく穏やかで良かった。 

・〝島の人〟がここの一番の魅力だと感じることができました！おかえりツアーも企画して下さ

い！また来たいので。 

・今回のツアーで、島の方々と接する機会があり、普通の旅行ではありえない、とても良い経験で

した。同じ県内でありながらほとんど話することはありませんでしたが、島の方の生活ぶりや伝

統工芸にたずさわる思いといったものが感じられ、とても良いと思います。観光客に向けて実施

することにより、より深く島を体験してもらう事でリピートしてもらえるのではないか。 

 
 成果 

受入れを通し、既存の観光地や島内各所との連携が進んだ。受入民家も体験プログラムを担う

ことによって、地元ならではの体験を造ることが出来た。夕食交流会には受け入れを行っていな

い民宿も参加させ、後の受入れ拡大に繋げることが出来た。また、受入施設の１つである「山里ゆ

んたく市場」では、受入れを通して、ヘルシーオードブルプランや沖縄そばの提供を始める事が出

来た。オリエンテーションと出発前の振り返りゆんたく会は、何度も行うことでコーディネータ

ーのファシリテーションスキルを研くことが出来た。全体的に受入れを通して喜びが広がってお

り、次年度の展開も期待できる。 
 

 課題 
今年度はフリータイムの過ごし方をうまく提案することが出来ず、「○○に行きたかった」「○

○がしたかった」などの声が多数上がっていた。また、オプションプログラムも数が多いので、オ

ススメプラン等を作ってみることも検討できるだろう。夕食交流会に関しては、ツアー実施直事

前まで人数確定ができず、食事手配がうまく行かなかった部分もあるので解決策の検討が必要で

ある。島のコーディネーターからは「次年度は事業はじめに関係者を集めた全体会議を行い、より

多くの関係者を巻き込んだ形で事業推進を行ないたい」との声が上がっている為、関係者の巻き

込みをテーマとした支援が必要である。  
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