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6 安芸 魚梁瀬森林公園オートキャンプ場 馬路村（うまじむら） やなせ
7 安芸 集落活動センターなはりの郷（オールインクルーシブ） 奈半利町（なはりちょう） なはりの郷

11 物部・高知 ほっと平山 香美市(かみし) ひらやま
16 嶺北 ふれあいの里なめかわ（キャンプ場） 本山町(もとやまちょう) なめかわ
17 嶺北 汗見川ふれあいの郷　清流館 本山町(もとやまちょう) 汗見川（あせみかわ）
18 嶺北 いしはらの里 土佐町（とさちょう） いしはらの里
19 嶺北 地蔵寺川ふれあい広場（野外炊飯） 土佐町（とさちょう） 地蔵寺
25 仁淀川 夢の森公園キャンプ場 仁淀川町（によどがわちょう） しもなの郷
25 仁淀川 山村自然楽校　しもなの郷 仁淀川町（によどがわちょう） しもなの郷
26 仁淀川 山笑ふ横畠集落活動センター 越知町（おちちょう） 横畠（よこばたけ）
31 高幡 遊山四万十　せいらんの里 津野町（つのちょう） ふなと
32 高幡 越知面遊友館 梼原町（ゆすはらちょう） おちめん
32 高幡 集落活動センター「けやき」 四万十町（しまんとちょう） けやき
38 幡多 集落活動センターかきせ 黒潮町（くろしおちょう） かきせ
38 幡多 集落活動センターであいの里 蜷川(みながわ) 黒潮町（くろしおちょう） であいの里 蜷川（みながわ）

5 安芸 ちいさな海のカフェ 室戸市（むろとし） たのしいな
6 安芸 コミュニティカフェ よってん屋 安田町（やすだちょう） なかやま
7 安芸 奈半利のおかって 奈半利町（なはりちょう） なはりの郷

15 嶺北 村のえき 大川村（おおかわむら） 結いの里
16 嶺北 週末カフェ 本山町（もとやまちょう） なめかわ
23 仁淀川 農家レストランだんだんの里 仁淀川町(によどがわちょう) だんだんの里
23 仁淀川 とかの女子会カレーランチ 佐川町(さかわちょう) あおぞら
23 仁淀川 ふれあいの里 柳野 いの町（いのちょう） 柳野（やなぎの）
24 仁淀川 くろいわKitchenほっぺ 佐川町（さかわちょう） くろいわ
25 仁淀川 MUKAI CRAFT BREWING 「BLUE BREW」 仁淀川町（によどがわちょう） しもなの郷
26 仁淀川 お山の喫茶店 のかな 越知町（おちちょう） 横畠（よこばたけ）
26 仁淀川 仁淀川　ミライエキッチン 日高村（ひだかむら） ミライエ
29 高幡 こだま（日曜モーニング） 四万十町（しまんとちょう） こだま
30 高幡 しらいしカフェ 津野町(つのちょう) しらいし
30 高幡 農家食堂Cafe「イチョウノキ」 津野町(つのちょう) 奥四万十（おくしまんと）の郷
31 高幡 遊山四万十　せいらんの里 津野町(つのちょう) ふなと
31 高幡 チムジルバン　レストラン鷹取 梼原町（ゆすはらちょう） はつせ
32 高幡 仁井田のりん家 四万十町（しまんとちょう） 仁井田（にいだ）のりん家
37 幡多 みやの里 大宮ランチ 四万十市（しまんとし） みやの里
38 幡多 であいの里 蜷川（みながわ） 黒潮町（くろしおちょう） であいの里 蜷川(みながわ)
39 幡多 さが谷三里マーケット 黒潮町（くろしおちょう） 佐賀北部（さがほくぶ）
40 幡多 カフェ「姫の里」 大月町(おおつきちょう) 姫の里
40 幡多 やまびこカフェ 三原村(みはらむら) やまびこ

5 安芸 ピザ作り講習会 室戸市（むろとし） たのしいな
11 物部・高知 ピザ焼き体験（ほっと平山） 香美市（かみし） ひらやま
16 嶺北 石窯ピザ焼き体験 本山町（もとやまちょう） なめかわ
17 嶺北 石窯ピザ焼き体験 本山町（もとやまちょう） 汗見川（あせみかわ）
24 仁淀川 ピザ焼き体験 佐川町（さかわちょう） たいこ岩
25 仁淀川 石窯ピザづくり体験 仁淀川町（によどがわちょう） しもなの郷
30 高幡 しらいしピザ焼き体験 津野町（つのちょう） しらいし
37 幡多 ピザ焼き体験 四万十市（しまんとし） みやの里
17 嶺北 そば打ち体験 本山町（もとやまちょう） 汗見川
23 仁淀川 そば打ち体験 いの町（いのちょう） 柳野（やなぎの）
25 仁淀川 ソバ打ち体験 仁淀川町（によどがわちょう） しもなの郷
38 幡多 そば打ち体験 黒潮町（くろしおちょう） であいの里 蜷川(みながわ)

18 嶺北 もちつき 土佐町（とさちょう） いしはらの里
18 嶺北 田舎寿司作り 土佐町（とさちょう） いしはらの里
18 嶺北 芝もち作り 土佐町（とさちょう） いしはらの里
18 嶺北 バームクーヘン作り 土佐町（とさちょう） いしはらの里
19 嶺北 こんにゃくづくり 土佐町（とさちょう） 松ヶ丘
23 仁淀川 こんにゃくづくり体験 いの町（いのちょう） 柳野（やなぎの）
25 仁淀川 コンニャクづくり体験 仁淀川町（によどがわちょう） しもなの郷
25 仁淀川 煎りモチづくり体験 仁淀川町（によどがわちょう） しもなの郷
31 高幡 船戸の田舎豆腐づくり体験 津野町（つのちょう） ふなと
31 高幡 キムチ作り体験 梼原町（ゆすはらちょう） はつせ
38 幡多 田舎寿司づくり体験 黒潮町（くろしおちょう） であいの里 蜷川(みながわ)

5 安芸 ビン玉ネット編みロープワーク 室戸市（むろとし） たのしいな
11 物部・高知 陶芸教室（平山やきもの塾「風の窯」） 香美市（かみし） ひらやま
11 物部・高知 竹細工教室（ほっと平山） 香美市（かみし） ひらやま
11 物部・高知 木工教室（ほっと平山） 香美市（かみし） ひらやま
16 嶺北 苔テラリウム作り体験 本山町（もとやまちょう） なめかわ
17 嶺北 竹箸・竹の器づくり体験 本山町（もとやまちょう） 汗見川（あせみかわ）
17 嶺北 苔玉づくり体験 本山町（もとやまちょう） 汗見川
17 嶺北 木工体験 本山町（もとやまちょう） 汗見川
23 仁淀川 花炭づくり体験 いの町（いのちょう） 柳野（やなぎの）
30 高幡 新聞ばっぐづくり体験 津野町（つのちょう） しらいし

6 安芸 魚梁瀬森林鉄道　乗車＆運転体験 馬路村（うまじむら） やなせ
7 安芸 マリンスポーツ体験 奈半利町（なはりちょう） なはりの郷
8 安芸 お茶摘み体験(5月) 安芸市（あきし） かまん東川（ひがしかわ）
8 安芸 ゆず採り体験（11月） 安芸市（あきし） かまん東川

17 嶺北 田舎体験（川遊び、稲刈り、間伐） 本山町（もとやまちょう） 汗見川
18 嶺北 アメゴつかみ&塩焼き体験 土佐町（とさちょう） いしはらの里
20 嶺北 霧石渓谷トレッキング 大豊町(おおとよちょう) 絆の里・いわはら
25 仁淀川 アメゴ釣り 仁淀川町（によどがわちょう） しもなの郷 
26 仁淀川 仁淀川ネイチャーバギー（日高村能津） 日高村（ひだかむら） ミライエ
26 仁淀川 仁淀川リバーカヤック（日高村能津） 日高村（ひだかむら） ミライエ
30 高幡 郷で縁側Cafe巡り 津野町（つのちょう） 奥四万十の郷
31 高幡 韓国風サウナ(チムジルバン) 梼原町（ゆすはらちょう） はつせ
33 高幡 龍馬 脱藩ウォークin韮ヶ峠 梼原町（ゆすはらちょう） 四万川（しまがわ）
33 高幡 久保谷/森林セラピーロードウォーキング 梼原町（ゆすはらちょう） まつばら
33 高幡 横浪黒潮ラインウォーキング 須崎市（すさきし） うらのうち
33 高幡 ウォーキングイベント 須崎市（すさきし） あわ
33 高幡 歩いて郷Go！（散策） 津野町（つのちょう） 奥四万十（おくしまんと）の郷
34 高幡 シーカヤックツアー 須崎市（すさきし） あわ
37 幡多 ウォ－キングイベント 黒潮町（くろしおちょう） 北郷（ほくごう）
38 幡多 健康ウォーク 黒潮町（くろしおちょう） かきせ
39 幡多 若山 楮(こうぞ)　紙漉き体験 黒潮町（くろしおちょう） 佐賀北部（さがほくぶ）
39 幡多 若山 楮(こうぞ)　蒸し剥ぎ体験 黒潮町（くろしおちょう） 佐賀北部
39 幡多 沖の島シーカヤック体験 宿毛市(すくもし) 妹背家(いもせけ)
40 幡多 レンタサイクル 三原村（みはらむら） やまびこ
40 幡多 土佐三原村　村歩き 古木めぐり 三原村（みはらむら） やまびこ

7 安芸 物産館　無花果（いちじく） 奈半利町（なはりちょう） なはりの郷
12 物部・高知 韮生の里　美良布直販店 香美市（かみし） 美良布(びらふ)
15 嶺北 集落活動センターあなない（直販所） 大豊町（おおとよちょう） あなない
23 仁淀川 ふれあいの里柳野 いの町（いのちょう） 柳野（やなぎの）
32 高幡 集落活動センター「けやき」 四万十町（しまんとちょう） けやき
32 高幡 あいの里まつばら（直販所） 梼原町（ゆすはらちょう） まつばら
34 高幡 しまがわ市場（直販所） 梼原町（ゆすはらちょう） 四万川（しまがわ）
34 高幡 ジビエ浦ノ内 須崎市（すさきし） うらのうち
39 幡多 さが谷三里マーケット（直販所） 黒潮町（くろしおちょう） 佐賀北部（さがほくぶ）
39 幡多 下川口家直販所 土佐清水市（とさしみずし） 下川口家（しもかわぐちけ）
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