
〈キリトリ線〉

いいちゃん産業祭り　産業体験プログラム 

お名前（代表者）

参加人数　　　  人  （大人　　  人・子供　　  人）

連絡先

料金が必要なプログラムは、当日会場にてお支払いください。
やむを得ずキャンセルする場合は、必ず前日※までに飯島町役場 産業振興課商工係までご連絡ください。
天気の状況や最少催行人数に満たず、プログラムが中止になった場合は前日※までにご連絡いたします。

ご住所

参加希望プログラムNo.

TEL（携帯）　　　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　　　mail

参加希望日（時間）        月　　　日　　　　時～

▼プログラム実施日・時間が複数ある場合に記入してください

ご注意

予約申込書

参加人数　　　  人  （大人　　  人・子供　　  人）参加希望プログラムNo. 参加希望日（時間）        月　　　日　　　　時～

参加人数　　　  人  （大人　　  人・子供　　  人）参加希望プログラムNo. 参加希望日（時間）        月　　　日　　　　時～

参加人数　　　  人  （大人　　  人・子供　　  人）参加希望プログラムNo. 参加希望日（時間）        月　　　日　　　　時～

参加人数　　　  人  （大人　　  人・子供　　  人）参加希望プログラムNo. 参加希望日（時間）        月　　　日　　　　時～

※前日が土・日・祝日の場合はその前の平日まで。

あなたの知らなかった飯島町の新たな魅力に出会いましょう!

0265-86-6781FAX E-mail
下記申込用紙に必要事項をご記入
のうえ、送信してください。

下記必要事項を明記のうえ、送信してください。

sangyousinkou@town.iijima.lg.jp

0265-86-3111電話
受付は午前9時～午後4時まで
土・日・祝日の電話受付はできません

飯島町役場 産業振興課商工係まで

第11回

完全予約制

町内 産 業 体 験
プログラム
参加者募集

昨年も多くの方々にご参加いただき、
好評をいただきました「産業体験プログラム」。
町の企業やお店でさまざまな体験をすることで、
そこには新たな「発見」と「交流」が生まれます。
新しい出会いを探して、飯島をもっと楽しもう！
たくさんのお申し込みをお待ちしています。

プログラムメニューは裏面をご覧ください。

テント市 開催！

予告

11.1911.19●土●土

会場／JA飯島支所及び
　　　飯島町商工会

必ず下記のいずれかの方法によりご予約ください。
予約が完了しましたらご連絡をいたします。

※新型コロナ対応の為、上伊那圏域の警戒レベル状況により中止となる場合がございます。TEL.86-3111お問い合わせ 飯島町役場 産業振興課



文化の日

勤労感謝の日

10 30 10 31

※画像はイメージです

日 月 火 水 木 金 土

メニュー番号に対応しています。

プログラム
No. 1

㈲越百農産

実施日時

会　場

■定員：10～20名（最少催行人数：1名）
■参加費：ナメコ収穫 1個100円
　　　　  ボルダリング体験の補助 初回無料、
　　　　  2回目以降200円
■申込締切日：10月28日（金）
準備品：運動靴またはクライミングシューズ

・ナメコの生産現場の視察・収穫体験
・ボルダリング・クライミングの体験

プログラム
No. 2
実施日時

会　場

いいちゃん産業祭り 産業体験プログラム メニュー

プログラム
No. 3
実施日時

会　場

プログラム
No. 4
実施日時

会　場

プログラム
No. 5
実施日時

会　場

プログラム
No. 6
実施日時

会　場

プログラム
No. 7
実施日時

会　場

プログラム
No. 8
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実施日時

会　場

プログラム
No. 9
実施日時

会　場

＝農業農 ＝工業工 ＝商業商 ＝行政行 表示価格は税込

ナメコの生産現場の視察、ボルダリング体験
10/30㈰・11/13㈰ 11時～15時 

㈲越百農産  本社

サツマイモ堀り体験

㈱道の駅田切の里

11/4㈮ 9時～12時
道の駅農園（道の駅東側お堂前）

■定員：5名
■参加費：大人 1,000円、子供 無料
■申込締切日：10月25日（火）

準備品：長靴・手袋・ミニスコップ等あれば

・重機や手で芋干し用サツマイモの掘り取り体験
・参加者にはおみやげに掘ったサツマイモ
を差し上げます　品種：べにはるか

農

農
雨天順延（11月5日）

おいしい手打蕎麦を打ってみませんか!！
11/5㈯～11/26㈯ 毎週土曜4回 10時～12時30分

飯島町文化館創作室
（11/5㈯のみ調理室）

農

行

いいじま手打ち蕎麦の会

■定員：5セット（最少催行人数：1名）
■参加費（1セット）：1,000円
■申込締切日：実施日の6日前まで
準備品：エプロン・タオル・頭にかぶるもの（蕎麦を持ち帰るタッパー等）

・おいしい「手打蕎麦打ち」体験ができます。
　打ち立ての蕎麦を家でゆでて食べましょう。
・1セットにつき1名～4名まで体験できます。

・りんごのもぎ取り、試食は無料！その後、参加者だ
けのおまけ付き特別販売を行います

りんごもぎ取り体験＆試食

仙石屋果樹園ｂｙイイジマタイヤ

11/6㈰ 10時～12時
仙石屋果樹園  園地

■定員：10名
■参加費：無料
■申込締切日：11月3日（木）

・りんごのもぎ取り
・試食
・1㎏400円での特価販売（おまけ付き）

農
雨天順延（11月13日）

※小学校高学年の一食分です。アレルギーの対応はあり
ません。

飯島町学校給食センター試食・見学・食育体験会

飯島町学校給食センター

11/11㈮ 12時～14時
飯島町学校給食センター

■定員：20名　■参加費（1食）：295円
■申込締切日：10月31日（月）

準備品：エプロン、三角巾（頭髪をおおえるもの）
マスク、体調チェック表（申込者へ送付します）

・学校給食と同じ献立の試食
・給食センターの見学　・食育クイズ

・参加者限定！特別価格での販売を実施！

お米の座光寺農園 新米祭り

(株)お米の座光寺農園

11/19㈯ 11時～14時
飯島郵便局北側

■定員：なし（最少催行人数：5名）
■参加費：無料
■申込締切日：11月14日（月）

・新米無料食べ放題
・農業用ドローンデモ飛行
・新米の特別販売

農

・汚れてもいい服装でお越しください。

しめ飾り講座

地域おこし協力隊

11/23㈬  ①9時30分～ ②13時～
歴史民俗資料館  飯島陣屋

■定員：5名
■参加費（1人）：600円
■申込締切日：11月16日（水）

準備品：はさみ

・飯島町で収穫したワラをなって松などをつ
け、しめ飾りを作ります。

工

・完全予約制（メールアド
レス登録が必須です）
・雨天時は当日8：00まで
に開催可否について
参加者に通知します

廃材一輪挿しDIYワークショップ

地域おこし協力隊

11/23㈬  ①9時30分～ ②13時～
歴史民俗資料館  飯島陣屋（屋外）

■定員：各回3組（最大7名）
■参加費（1組）：500円
 （制作物追加ごとに＋300円）
■申込締切日：11月20日（日）
準備品：汚れてもいい服装、軍手、防寒具

・古い空き家から出てくる廃材やDIY中の廃材
など一輪挿しに。やすり掛け、塗装など自分な
りにカスタマイズできるワークショップです。

工

身体ポカポカヨガ＆セルフ小顔マッサージ

Muir（ミューア）

11/23㈬ 10時～12時
Muir（ミューア）-trip.stay.relax

■定員：6名（最少催行人数：2名）
■参加費：1,000円
■申込締切日：11月18日（金）
準備品：動きやすい服装・タオル・ヨガマット（貸出可能）

・身体が縮こまりやすくなるこの季節。ヨガの内側か
ら熱を起こす動きでほんわか暖まる身体へチェン
ジしませんか？ヨガの後は美味しいスイーツと温か
い飲み物を戴きながら、簡単セルフ小顔マッサー
ジをレクチャーします。

商

テント市
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月11 産業体験プログラム スケジュール


