
久留米に農業体
験

来るのう？
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「くる農」
◆申込受付は、申込開始日より先着順で行います。
　TEL、FAXまたは申込QRコードにてお申し込みください。

◆申込締切は、基本的にプログラム実施10日前までです。
　ただし、定員に空きがある場合がございますので、参加希望
　の際は、ご連絡ください。
◆　　 がついている品目は、一連のプログラムになります。
　　　 プログラムにすべて参加できる方を優先します。
　　　 それ以外のプログラムは、１日だけでも参加可能です。
◆キャンセルは、実施日の2日前までにお願いします。
　※前日、当日にキャンセルする場合は、参加料全額をお支払いいただきます。

◆プログラム実施日は、集合時間5分前までに集合場所へお集まりください。
◆天候・農作物の生育状況によっては、実施日時、内容を変更させていただく場合があります。
◆小学生以下の方は、保護者の方と一緒にご参加ください。
◆体験の際の感染防止対策にご協力お願いします。

久留米農業体験 とは・・・

株式会社 西日本企画サービス（受託事業者)

各受入農家とプログラム紹介欄の「申込QRコード」を読み取っていただくと、
WEBからもお申込いただけます。

FAX 0942-44-0577TEL 0942-44-2786お申込み
お問合せ先

耳納連山と筑後川に育まれた耳納北麓地域は、
魅力ある風景や自然が息づいており、訪れる人に
癒しを与えてくれます。
「くる農」は、この水と緑豊かな耳納北麓地域の
農業を、1年を通して体験しながら親しんで
いただくプログラムです。
お気軽にお申し込みください。

耳納北麓地域

福岡県

（　 担当者携帯/080-5806-0340) 受付時間　9:00～17:00【土・日・祝日を除く】

９月７日（水）
12：00より
申込受付開始

９月７日（水）
12：00より
申込受付開始

がついている品目は、一連のプログラムになります。プログラムにすべて参加できる方を優先します。それ以外のプログラムは、１日だけでも参加可能です。

品目・受入農家(施設) 10月 11月 12月 1月 2月 3月

九州農園

内藤苗親園＆福岡苗木産業(株)
野村農園

掘農園

筑後川の駅しばかり

落花生
植木

果樹
植木

柿

イチゴ

米

薬草

コーン
野菜

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ

イチゴ
野菜

「くる農」ご参加にあたって

12日(日)
収穫

18日(土)
接ぎ木

19日(日)
収穫

9日(日)
植え付け

23日(日)
稲刈り

12日(土)
収穫

5日(土)
種まき

29日(日)
収穫

12日(日)
剪定

15日(日)
餅つき

8日(土)
収穫

15日(土)
落花生掘り

22日(土)
薬草収穫

4日(土)
薬草料理

4日(土)
接ぎ木

フルーツファーム樹蘭
じゅらん

大和農園
やまと

井上果樹園(暖家)
ダンケ

百笑倶楽部
ひゃくしょうくらぶ

びょうしん



プログラム １
落花生掘り

プログラム ２

写真

2022年 10月15日（土）

【参加費】大人2,500円／小学生以下1,500円
【定　員】20名
【昼　食】手作りランチ
【お土産】落花生
【用意するもの】
　作業しやすい服装、手袋、作業中の飲み物

【参加費】大人2,500円／小学生以下1,500円
【定　員】５名
【昼　食】手作りランチ
【用意するもの】作業しやすい服装

【参加費】大人3,000円／小学生以下1,500円
【定　員】30名（お子様歓迎‼）
【昼　食】お母さんの手作りランチ
【用意するもの】作業しやすい服装

【参加費】大人3,000円／小学生以下1,500円
【定　員】30名（お子様歓迎‼）
【昼　食】お母さんの手作りランチ
【用意するもの】作業しやすい服装

【参加費】大人2,500円／小学生以下1,500円
【定　員】５名
【昼　食】手作りランチ
【用意するもの】エプロン

【参加費】大人2,500円
【定　員】10名
  （※ナイフを使用するため、小学生以下は、不可）
【昼　食】手作りランチ
【用意するもの】
　作業しやすい服装、手袋、作業中の飲み物

落花生掘りと
果樹苗接ぎ木

薬草茶作りと
薬草料理体験

（栗木直樹、トシ子）

（髙山裕子）

写真

九州農園

百笑倶楽部

筑後川の駅しばかり

落花生
植木

薬草

果樹苗接ぎ木

10:00～14:00
【集合場所：九州農園】

久留米市田主丸町殖木480-2
【集合場所：九州農園】

久留米市田主丸町殖木480-2

2023年 2月４日（土）
10:00～13:00

プログラム １
薬草茶作り体験

プログラム ２

2022年 10月22日（土）
薬草料理体験

10:00～13:00 10:00～13:00
【集合場所：筑後川の駅しばかり】
久留米市田主丸町八幡1338番地1

【集合場所：筑後川の駅しばかり】
久留米市田主丸町八幡1338番地1

2023年 ３月４日（土）

耳納の山と温暖な気候が育む
ふくよかな味のお米づくり

（田中大輔）

写真

プログラム １
稲刈

プログラム ２

2022年 10月23日（日）
餅つき

10:00～14:00
【集合場所：百笑倶楽部】
久留米市田主丸町竹野283

10:00～14:00
【集合場所：百笑倶楽部】
久留米市田主丸町竹野283

2023年 １月15日（日）

米

D

E

C

たわわに実った落花生を収穫し
一つ一つ枝から外します。
茹で上がった落花生を美味しく
いただきます。

世界で「奇跡の木」とも呼ばれ
スーパーフードとして注目されて
いるモリンガ(薬草)の収穫体験
を行います。

初夏に田植えをした田んぼでの
収穫体験。鎌を使っての稲刈り
で美味しいお米を収穫。

石臼と杵を使っての餅つきで、
つきたてを味わいましょう。
もちろん田中さんの自家製もち
米です。

季節毎の花・果物がいっぱいの
庭でとれた、新鮮な野菜や薬草
をつかったスイーツやお料理を
一緒につくります。

東北地方で主に栽培されるサク
ランボや栄養素をたっぷり含む
アーモンドなど果樹苗の接ぎ木
を行います。

庭園に咲き誇 る色とりどりの
木々や花 、果 物 たち 。  訪 れ る
度に 季 節 を 感じさ せ てくれる
庭 園 で、今 回は 落 花 生の収穫
と果樹苗の接ぎ木を体験しま
す。
作業の後は、農家さんの愛情
こもった手作りランチをお楽し
みください。

季節ごとの花や果物、 野菜が
い っ ぱ い の 庭 で 育 ったモリン
ガ（薬 草 ） の収穫と薬草茶作り。
とれたて新鮮な野菜や薬草を
使ったスイーツやお料理作りか
ら薬草を生活の中に無理なく
取り入れる事も学べるプログラ
ムです。

耳納連山のふもとで秋の空気
を感じながら、頭を垂れた稲穂
の収穫を体験します。 自家製
もち 米 の 餅つきまでたっぷり
満 喫 し まし ょ う。  旬の食 材を
使った手作りランチやお餅を
使った料理なども楽しみの一つ
です。

料理の一例

５

ひゃくしょうくらぶ

【申込QRコード】

【申込QRコード】

【申込QRコード】



イチゴ
プログラム １
イチゴの苗植え付け

プログラム ２
一番果の収穫

写真

2022年 10月９日（日）
10:00～12:00

【集合場所：フルーツファーム樹蘭】
久留米市田主丸町石垣482-1

2023年 2月12日（日）
10:00～12:00

【集合場所：フルーツファーム樹蘭】
久留米市田主丸町石垣482-1

苗つくりから
イチゴ狩りまで

フルーツファーム樹蘭
（中野一美）

【参加費】2,000円
【定　員】10名
【昼　食】レストランランチ
【用意するもの】作業しやすい服装、手袋

イチゴの苗の植え付け作業
を行います。作業が終わった
ら、樹蘭マルシェで美味しい
ピザのランチです。

【参加費】2,500円
【定　員】10名
【昼　食】レストランランチ
【お土産】収穫したイチゴ
【用意するもの】作業しやすい服装、手袋

植え付けた苗を観察し、一番
果の収穫を行います。収穫の
あとは樹蘭マルシェのレストラ
ンで一緒に食事をしましょう。

秋に 苗 を植 え付 け、冬 に 花
が
咲き一番果の実るイチゴ。 そ
の様 子を観 察して、収穫しま
す。レストランや直売所もある
果樹園なので、作業のあとの
美味しい食事やデ ザートも
楽し みの一つ。 
イチゴと深く触れ合いましょう

Ａ じゅらん

【申込QRコード】

イチゴ
プログラム １
イチゴの苗植え付け

プログラム ２
一番果の収穫

写真

2022年 10月９日（日）
10:00～12:00

【集合場所：フルーツファーム樹蘭】
久留米市田主丸町石垣482-1

2023年 2月12日（日）
10:00～12:00

【集合場所：フルーツファーム樹蘭】
久留米市田主丸町石垣482-1

苗つくりから
イチゴ狩りまで

フルーツファーム樹蘭
（中野一美）

プログラム 

アスパラガスの収穫
2022年 10月８日（土）

11:00～13:00
【集合場所：ホ場、ビニールハウス】
久留米市北野町金島一本枦1414

収穫体験だからできるとれたて
生のアスパラは絶品‼
【参加費】大人2,500円／小学生以下1,500円
【定　員】10名　
【昼　食】自家レストランでランチ
【用意するもの】

北野町のビニールハウス35棟
にて葉物野菜を栽培している
農家さん。 年間を通してスイス
チャードやビーツなどの珍しい
野菜も育てています。
収穫した新鮮なアスパラの
お土産と野菜を使った自家レス
トランでのランチもお楽しみに!

作業しやすい服装で収穫用にハサミを
持参してください(普通のハサミ可)。
※レストランへの移動は各自で移動となります。

アスパラガスの
収穫体験

（久冨大和）大和農園

ｱｽﾊ ﾗ゚ｶﾞｽ

【参加費】2,500円
【定　員】10名
【昼　食】レストランランチ
【用意するもの】作業しやすい服装、手袋

久留米農業体験

記事の見方

2022年１０月▶2023年３月 開催プログラム
耳納北麓地域の農業を体験できる受入農家と
プログラムを紹介します。

B

昼食場所のレストラン

昼食場所のレストラン

イチゴの苗の植え付け作業を
行います。作業が終わったら、
樹蘭マルシェで美味しいピザの
ランチです。

【参加費】3,000円
【定　員】10名
【昼　食】レストランランチ
【お土産】収穫したイチゴ
【用意するもの】作業しやすい服装、手袋

植え付けた苗を観察し、一番果
の収穫を行います。収穫のあと
は樹蘭マルシェのレストランで
一緒に食事をしましょう。

秋に 苗 を植 え付け、冬に花 が
咲き一番果の実るイチゴ。 その
様子を観察して、収穫しま す。
レストランや直売所もある果樹
園なので、作業のあとの美味し
い食事やデ ザートも楽しみの
一つ。 
イチゴと深く触れ合いましょう。

受入農家の
概要・特徴など

受入農家名申込QRコード

農家さんの主な品目

マークは、一連のプログラムです。プログラム全てに参加できる方を優先します。それ以外のプログラムは、1日だけでも参加可能です。

プログラム内容

開催日時
集合場所

参加費
定員など
必要事項

４

Ａ じゅらん

やまと

【申込QRコード】

【申込QRコード】



内藤苗親園＆福岡苗木産業(株)

野村農園 掘農園

プログラム １
「こいひめ柿」「富有柿」の収穫

プログラム ２

写真

2022年 11月12日（土）

農家のこだわり柿
「こいひめ」の収穫と剪定

筑後川のほとりに広がる広大な畑で
コーンの種まきと葉物野菜の収穫

（井上永太郎、直美）

（野村勝浩）

写真

柿の剪定作業と枝運び

10:00～12:30
【集合場所：井上果樹園】
久留米市田主丸町地徳2784

10:00～12:30
【集合場所：井上果樹園】
久留米市田主丸町地徳2784

2023年 ３月12日（日）

プログラム １ プログラム ２

2022年 11月５日（土）
葉物野菜の収穫

11:00～12:00
【集合場所：JAくるめ園芸流通センター】

（久留米市太郎原町1110）東側

プログラム

果樹苗の接ぎ木

写真

2023年 ２月18日（土）

果樹苗の接ぎ木の
伝統伎を学びます

イチゴの手入れと
野菜とイチゴの収穫

（内藤哲侑）

（堀剛）

写真

10:00～11:30
【集合場所：内藤苗親園】
久留米市田主丸町殖木30-2

柿

井上果樹園(暖家)

コーン
野菜

果樹
苗木

イチゴ
野菜

H

G

久留米市は、スイートコーンの
生 産量が県内2位の大 産地。 
そのスイートコーンを広い圃場
で元気に栽培。農業を発信する
野村さん。 広い 圃 場 に は あ ま
～ い スイートコ ーン や 新 鮮 な
葉物野菜が一面に広がります。
今 回は、このスイートコーンの
種まき体験と葉物野菜を収穫
できる体験です。

古くから現代に伝わる接ぎ木の
技術。 その伝統伎に驚くかも! 
プロ指 導 の もと、 楽しく作 業
しましょう。 自分で接ぎ木した
果樹を育ててみたい方は、 後日
ご 自 宅 へ お 届 け す る こ と も
可能です。

耳納北麓の風土に魅せられて
納得いく 農作 物を作り続ける
堀さん。 イチゴやスイートコーン、
露地野菜の栽培を通して地域
循環型農業を目指す農家さん
です。 その中でも今回はイチゴ
の 手入 れ と 野 菜 や イ チ ゴ の
収穫を体験します。

耳 納 連 山 の 麓 に あ るブ ル ー
ベリーと柿農家の井上果樹園。
柿のプログ ラムでは、 まるで
マンゴーのようと例えられる柿
「こいひめ」の収穫、 剪定作業を
体験します。 土づくりからこだわ
って 育 て てい る園主と一 緒に
最高糖度26度に達する甘～い
柿づくりに挑戦しましょう。

【参加費】1,500円
【定　員】15名
【お土産】収穫した野菜
【用意するもの】作業しやすい服装

【参加費】大人2,500円／小学生以下1,500円
【定　員】10名
【昼　食】手作りランチ
【用意するもの】作業しやすい服装、手袋

新鮮な野菜の収穫体験です。
収穫した野菜のお土産も楽しみ
です。

摘果作業のおかげで美味しい
「こいひめ」柿に成長してます。
甘～い柿を収穫体験。花木の
管理体験もできます。

【参加費】大人2,500円／小学生以下1,500円
【定　員】10名
【昼　食】手作りランチ
【用意するもの】作業しやすい服装、手袋

【参加費】2,000円
【定　員】10名
【お土産】みかんなど
【用意するもの】
　作業しやすい服装、薄手の手袋

来年の美味しい柿づくりのため
の剪定と枝運びを体験します。
手作りランチもお楽しみに‼

2023年 １月29日（日）
10:00～11:30

【集合場所：JAくるめ園芸流通センター】
（久留米市太郎原町1110）東側

【参加費】1,500円
【定　員】15名
【お土産】収穫した野菜
【用意するもの】作業しやすい服装

甘くておいしいコーンになぁ～れ。
コーンの種まき体験と季節のお
野菜の収穫体験です。

モモやスモモ、プルーンやウメな
どから選んで接ぎ木します。珍し
い道具を使っての作業です。

コーンの種まき

F

プログラム

イチゴの手入れと野菜とイチゴの収穫
2023年 ２月19日（日）

10:00～12:00
【集合場所：堀農園】

久留米市草野町吉木小柳959-1

【参加費】2,000円
【定　員】10名
【お土産】イチゴ
【用意するもの】作業しやすい服装、手袋
　※雨天時は合羽と長靴を持参してください。

イチゴの花をつんだり、葉っぱの
手入れをします。季節の野菜の
収穫を行い、収穫した野菜は持ち
帰りが出来ます。

６ ７

I

ダンケ びょうしん

くる農に参加した方の
感想を紹介するよ

九州農園

・苗木のお話も聞けて楽しく参加できた。
・数回すると上手に接ぎ木が出来た。

くるっぱにも
できるかなぁ!?

・初めての植え付けですごく勉強になった。

・植え付け楽しかった!またやりたい!!

フルーツファーム樹蘭

くるっぱもやりたい!!

・ナイフの使い方を丁寧に説明してもらった。
・普段は体験できないことが出来て良かった。

内藤苗親園

ナイフの使い方も
丁寧に教えてくれるから
安全に使えて安心だね。

・柿を作る大変さ、苦労などを
 感じることが出来た。
・柿がとても甘くて美味しかった。

井上果樹園

くるっぱも、美味しい柿を
食べたい!!

・手作りピザと田舎料理が美味しかった!

百笑倶楽部

くるっぱも食べたい・・・
（グウ～～～おなかすいた・・・）

【申込QRコード】 【申込QRコード】

【申込QRコード】【申込QRコード】



アクセスマップ 各農家の位置と周辺の名所のご案内!!くる農受入農家 温泉 観光名所●●

くる農
野村農園G

D 筑後川の駅しばかり

掘農園I

C 九州農園

株式会社 西日本企画サービス

久留米市農政部農業の魅力促進課

（受託事業者)

FAX 0942-44-0577TEL 0942-44-2786

FAX 0942-30-9717TEL 0942-30-9165

〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-10-36

〒830-8520 福岡県久留米市城南町15-3

F

E

G

B

H

I

C

Ａ

フルーツファーム樹蘭Ａ
じゅらん

B 大和農園
やまと

E 百笑倶楽部
ひゃくしょうくらぶ

井上果樹園(暖家)F
ダンケ

内藤苗親園&福岡苗木産業(株)H
びょうしん

D

詳しい観光名所や催しは下の
QRコードからアクセス

公益財団法人 久留米観光コンベンション
国際交流協会（Web）

（　 担当者携帯/080-5806-0340)
お申込み先

事業に関する
お問合せ先

受付時間　9:00～17:00【土・日・祝日を除く】

受付時間　8：30～17：15【土・日・祝日を除く】


