
 

【水の里の旅コンテスト２０１９ 応募企画】 

 

【学生部門】 

愛媛県立西条農業高等学校 秋山 拓都・菊池 凜子 

『～西条市の宝の山 発掘の旅～  暮らしの中の水と共に』 

（観光地域：愛媛県 西条市） 

 

【 日 程 】 日帰り 

【実施時期】 秋 

【催行人員】 7 名（最少催行人員： 4 名） 【お勧めする旅行者層】 西条市に移住したい人・地元の人 

【旅行代金】 約 16,096 円（大人 1名） 

 【内 訳】 

キウイフルーツ狩り 800 円 （持ち帰り 1kg ＋600 円） 

手すき和紙体験 2,000 円   昼食 1,000 円程度 

クライミングウォール 20 分間で 648 円（本企画では 40 分間を予定） 

石鎚山スターナイトツアー 3,500 円 

移動（ジャンボタクシー １台 1時間で 6,780 円） 

（本企画は 7.5 時間を予定 １人当たり１時間で 1,000 円程度） 

【 企画趣旨（伝えたいポイント及び旅行者が満足するポイント 】 

 「西条って何にもええとこないよね～。」そんな言葉を耳にし“私たちのふるさとの良いところを、胸を張って言えるようになりたい” 

“西条の良いところを知ってもらいたい”と強く思ったことをきっかけに、本企画を考案しました。本企画は、ターゲットを西条市に移

住したい人・地元の人に絞り、西条をよく知ってもらうためにゆとりのある時間設定にしました。また、暮らしの中にある水を感じても

らうため、直接的ではなく間接的に西条のうちぬきを味わっていただけるような企画にしました。 

 愛媛県西条市は、西日本最高峰の石鎚山に護られ、雨風に強く、さらに、うちぬきや澄みきったおいしい空気など、さまざまな自然の

恵みを授かり、豊かな自然に恵まれながら今日まで発展してきました。“水の都西条”に魅了され、県外からうちぬきを求めて移住、そし

て独自のブランドを展開されている方が多くいらっしゃいます。そんな西条の魅力を発掘・再発掘してみませんか。また、西条市に移住

したい、これからもここで暮らしたいと思える、そんな１日をご提供させていただきたいと思います。 

【安全確保のための配慮】 【旅行者の満足感を高めるための工夫、快い旅行にするための配慮】 

① ガイドによる参加者への注意事項の徹底。（危険個所や交通安全

に関するもの） 

② 観光ルートの周知。（西条市内の地図配布） 

③ 緊急時の連絡や対応など。 

④ クライミングウォールや石鎚山ナイトツアーには専門のインス

トラクターとガイドが説明・案内。 

⑤ 石鎚山スターナイトツアーには、防寒具や雨具、長袖の上着や防

虫スプレーの準備、徒歩での移動もございますので、運動靴や履

きなれた靴でのご参加を推奨します。（11 月の石鎚山の気温は約

5～10℃で札幌市と同じくらいの気温が予想されます。） 

⑥ 高校生ガイドの 1人に、手話を勉強している者がおりますので、

聴覚に障がいがある方でも参加していただけます。ツアー中は、

安全のためお付き添いします。また、筆談での会話の仕方も習得

しておりますので、ご安心ください。 

①地元住民とのふれあい。 

②キウイフルーツ狩りで、多種多様な西条産のキウイの魅力発掘。 

③名水百選に選び抜かれた、うちぬきを使ったそば屋での食事や手

すき和紙体験。 

④森田屋で、手すき和紙体験（2,000 円） 

お菓子（ケーキ、パンその時により異なります。）・飲み物付き。

手すき和紙を作りながら、ほっと一息休憩することができます。 

⑤アウトドア石鎚館の、クライミングウォールは（1回 20 分間で 648

円）運動靴のみ持参ですが、ヘルメット・ハーネスの貸し出しは

ありますのでお手軽に体験していただけます。また、クライミン

グを通して旅行者同士の仲が深まると同時に、気分転換にもなる

と思われます。 

⑥霊峰石鎚山から見る星空でリラックス。 

【 企画協力（後援）機関・団体名等】 【主な役割 】 【 企画協力（後援）機関・団体名等】 【主な役割 】 

① 自然派農園 愚禿山 
キウイフルーツ狩りの 

運営・説明 
② 手すき和紙 森田屋 

手すき和紙体験の 

運営・説明 

③ 西條そば甲 昼食 ④ モンベルアウトドアオアシス石鎚 
ボルダリング体験の 

運営と指導 

⑤ （株）JTB・西条商工会議所 

NPO 法人 西条自然学校 

・（株）石鎚登山ロープウェイ 

石鎚山スターナイトツア

ーの運営・ガイド 
⑥ 渡部タクシー(株) 

ジャンボタクシーでの

移動 

【特記事項】 

愚禿山では、キウイだれ・キウイドレ・石鎚黒茶などを販売しております。世にも珍しい追熟させたキウイフルーツを

使った焼肉のたれ、キウイだれなど、愚禿山にしかないオリジナル商品を購入することができます。また、ゆとりのある

時間設定にしておりますので、アウトドア石鎚館や伊予西条駅ではお買い物・散策をお楽しみいただけます。 

【催行実績】  無 



 

【 行 程 表 】 

１日目 

8：10      【集合】 JR 壬生川駅 

 

8：15～ 8：45    【散策】 JR 壬生川駅周辺 

＊JR 壬生川駅に併設されているリトルマーメイド（パン屋）は営業しておりますので、軽く何   

かお召し上がりたい方はぜひお立ち寄りください。 

 

8：50～ 9：10  【移動】 

＊高校生ガイドが、狸の喜左衛門に関する物語をお話しさせていただきます。 

 

9：15～10：10   【体験】 自然派農園 愚禿山 

＊9：45～10：10 までを自由時間とし、愚禿山のオリジナル商品を購入できる時間と西条農業高等 

学校で作った石鎚黒茶の試飲会の時間を設けます。 

 

10：15～10：25    【移動】 

＊高校生ガイドが、キウイフルーツの歴史の説明とキウイフルーツ栽培に対する思いの発表を約 

5 分間させていただきます。 

 

10：30～12：30    【体験】 手すき和紙 森田屋 

＊手すき和紙体験後、時間があれば店主さんに西条市の魅力などについてお話していただきます。 

 

12：35～13：00    【移動】 

＊高校生ガイドが、海から湧き出る弘法水に関するクイズを行います。 

 

13：05～13：45    【昼食】 西條そば甲 

 

13：50～14；15    【移動】 

＊高校生ガイドが、自身がクライミングを体験して感じたことの発表・クライミングをする際の注 

意事項の説明を約 10 分間させていただきます。 

 

14：20～15：55    【体験】 アウトドア石鎚館でクライミング体験 

 

16：00～16：25    【移動】 

 

16：30            【散策】 JR 伊予西条駅周辺 

＊16：35～16：50 を自由時間とし、JR 伊予西条駅周辺の散策・買い物などの時間を設けます。 

 

16：55            【集合】 JR 伊予西条駅 

＊次の予定がありますので 5分前行動で、時間にゆとりをもった行動を心がけていただけるとあ 

りがたいです。ご協力よろしくお願い致します。 

 

17：00～         【体験】 石鎚山スターナイトツアー開始 

＊夕食はツアー内容に含まれております。また、JR 伊予西条駅から石鎚山への送迎もツアーに含 

まれておりますのでご安心ください。 

※星が見えない場合は、映像を使って解説してくださいます。 

 

21：30            【解散】 JR 伊予西条駅 

＊ご自宅までお気をつけてお帰りください。お帰りの際には、西条市の市報や移住される方向け 

のパンフレットなどをお渡し致します。（希望される方のみになります。） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【 主な観光ポイント（観光地・観光箇所の歴史、由来、土産品など） 】 

JR 壬生川駅 自然派農園でキウイフルーツ狩り あなたの手で作る手すき和紙 

 

 

JR 壬生川駅 前景 

 

 
リトルマーメイド 外観 

 

 

リトルマーメイド 店内 

 

 

 

｢幸せのキウイフルーツ｣ 

 

 

キウイフルーツ 

 

 

石鎚黒茶 

 

 

森田屋 外観 

 

 

 

作業の様子 

 

 

手すき和紙 

JR 壬生川駅に到着すると、かわいらしい狸の喜左

衛門がみなさんを出迎えてくれます。トイレには、

特産の手すき和紙に描かれた喜左衛、バス乗り場に

は彫刻家近藤哲夫氏が制作したブロンズ像の喜左衛

門。あなたはすべての喜左衛門を見つけることがで

きるでしょうか。 

また、JR壬生川駅から徒歩で約 10分の住宅街の

中には、かつて喜左衛門が住んでいた大気味神社が

あります。お散歩がてら、喜左衛門の伝説に触れて

みてください。狸をないがしろにすれば、喜左衛門

が怒っていたずらをしかけてくるかもしれません。 

さらに JR壬生川駅には、リトルマーメイド（パン

屋）が併設されています。できたてのパンを食べる

ことができ、季節限定のオリジナルパンもあります。

ぜひお立ち寄りください。 

 

愚禿山では、気さくな農場主が「何もしない」をモ

ットーに雑草と共に栽培する草生栽培・無農薬で、キ

ウイフルーツやカキ、ブドウなどの多くの果樹を栽培

しています。特に、キウイフルーツはなんと 10種類

以上栽培しており、珍しい品種の「Rainbow Red」の

栽培もしています。また、農園内には農場主の遊び心

のつまった、｢幸せのキウイフルーツ｣がみなさんを待

っています。また、農場の近くには来場者を癒してく

れるかわいいヤギがいます。 

さらに愚禿山では、古くから西条にある幻の「石鎚

黒茶」を販売しています。石鎚黒茶は独特の苦みと酸

味があり、さっぱりとした風味です。お土産としてお

ひとついかがでしょうか？ 

 

写真提供： 

https://www.mogitateclub.com/農園の紹介/愚禿山/ 

約 200 年前、農業だけでは生きていけない

と、日々の暮らしを強く生き抜き、子供たちを

育てるために和紙をすき始めました。しかし、

今では機械製紙に押され、廃業してしまった店

が多くあります。 

そんな中、愛媛県伝統特産品に指定されてい

る「周桑和紙」を人の手の温かさや想いで、継

承してくださっているのが森田屋です。手すき

和紙の伝統を育んでくれているのは、西条市の

石鎚山から流れ出る豊富な名水「うちぬき」、

西条の自然の恩恵です。そんな歴史と、自然に

想いをはせながら、世界に一つの手すき和紙を

作ってみてはいかがでしょうか。 

 



おそばでほっとひといき クライミング体験で気分転換 JR 伊予西条駅 

 

 

西條そば甲 外観 

 

 

西條そば甲 店内 

 

 

おそば 

 

 

 

アウトドア石鎚館 外観 

 

クライミングウォール 

 

 

足湯からの景色 

 

 

 

JR 伊予西条駅 前景 

 

西条市役所南側のうちぬき広場 

 

 

 

 

自噴するうちぬき 

 名水うちぬきを使った手すき和紙体験に続いて、

今度はうちぬきを使ったおそばです。西條そば甲で

は、地域からの自然の恵み（食材）をそばというフ

ィルターを通して発信し文化への貢献を行っていま

す。 

 旨いそばには旨い水が必要だという想いから、山

梨県でそば打ち修行を終えたのちに県外から“水の

都西条”に移住した店主。「そば屋になるので会社を

辞めます。」自分の直感を信じて、会社を飛びだしま

した。西条の、うちぬきで作るおそばへのこだわり

が、その後の店の発展の原動力になったそうです。 

 そば粉と水だけで、素材の味がはっきり出るそば

を打つ最高の技術、西条から湧き出る最高の水、全

国から厳選して取り寄せた最高の素材、この三拍子

が揃った、他にはないおそばは絶品です。 

 

写真提供： 

http://saijosoba-kinoe.com/ 

 

 

 国民体育大会「愛顔（えがお）つなぐえひめ大会」

が開催され、愛媛県ではより一層クライミング競技へ

の注目が高まっています。アウトドア石鎚館には、高

さ約６メートルのクライミングウォールがあります。 

クライミング体験では、インストラクターの方がつい

てくださるので、初めてでも安心してクライミングを

楽しむことができます。「次はどうやって登ろうか

な？」と、体の運び方を考えながら楽しめるクライミ

ングに、きっと夢中になります。 

 また、近くには椿温泉の無料の足湯やオアシス市場

があります。足湯施設からは、西条市を一望すること

ができ、自然を肌で感じられます。オアシス市場では、

その日の朝に収穫した採れたて野菜や果物・お惣菜や

工芸品があります。地域の方々の憩いの場となってい

るこの場所で、西条の魅力を発掘してください。 

 JR 伊予西条駅の駅メロは西条出身のテノー

ル歌手・秋川雅史さんの代表曲「千の風になっ

て」となっています。駅には鉄道歴史パーク

in SAIJO があり、西条市にゆかりのある新幹

線の父・十河信二の記念館、O系新幹線などの

鉄道や、伊予西条駅のジオラマがあります。ま

た、鉄道歴史パークは親子の連れの方に人気の

スポットとなっています。 

 また、駅舎に向かって左右に二か所、うちぬ

きの噴水が設置されています。湧水を利用した

オブジェは、地元住民にとってふるさとを彷彿

させる光景です。 

 さらに、上記写真のように西条市にはさまざ

まな場所にうちぬきが出るポイントがありま

す。 

 JR 伊予西条駅では、住民の生活しやすい環

境を整えるために、バリアフリーに配慮したエ

レベーターが併設されています。車いすや自転

車を容易に乗り入れることのできるスペース

があり、とても便利です。 

 



石鎚山からの満天の星空にうっとり 

 

 

石鎚山の星空 

 

 

石鎚山の夕焼け 

 

 

スターナイトツアーの様子 

 

 天狗が住んでいるとされる、西日本最高峰の石鎚

山は季節によってその顔を変えます。11 月は、冬を

目前にした紅葉が目を見張るほどの美しさです。ロ

ープウェイからは太陽が沈む頃の石鎚山を眺めるこ

とができます。 

 また、山麓に「本社（口之宮）」、山腹に「成就社

（中宮）」と「土小屋遥拝殿（中宮）」、弥山頂上には

「頂上社（奥宮）」の４社が鎮座しており、これらは

石鎚神社として山そのものを神体山として祀ってい

ます。 

スターナイトツアーでは、西条自然学校のスタッ

フが宇宙や天文現象についてわかりやすく解説して

くださいます。石鎚山でしか見られない、特別な満

点の星空と、大自然の中の澄んだ空気を堪能してく

ださい。 

 

写真提供：         

http://www.ishizuchi.com/event/event9 

 


