
兵庫県朝来市生野町黒川にて一棟貸しの農家民宿を営む黒田ご

夫妻。 母親が所有する古民家を借り受け、 番頭の哲郎さんと女将

の真澄さん二人で 『オオサンショウウオに会える宿』 を経営。 民宿

のほかには、 「オオサンショウウオウォッチング」 や 「かまど炊きごは

ん」、 「ホタル狩り」、 「いなか暮らしのおはなし」、 「鹿ウォッチング」、 「山

菜採り」 など、『田舎体験』 と名付けた体験プログラムも実施。 また、

真澄さんは、 農家民宿を切り盛りする傍ら、 野山の草木で染めた

ショールなどの雑貨や手作りジャムなどを製造 ・ 販売。

第１部
研修会 午後 1：30 ～４：30

農家民宿・農業体験事業を開業するまでの手続きやプロセス

第２部
講演会 午後４：40 ～５：40

農家民宿・農業体験事業の経営

農家民宿まるつね

番頭　黒田 哲郎さん

メディア出演：

「人生の楽園」、 「せやねん！」、 「キャスト -CAST-」、 ラジオ、 新聞、

雑誌など多数

女将　黒田 真澄さん

農家民宿＆農業体験で創業セミナー

東京観光専門学校ホテル科卒業。 その後、 東京の都市ホテルや

旅行会社に勤務した後、 田舎暮らしを目指して東京から群馬へＩ

ターン。 その後、 資格を活かし旅行業を営む傍ら、 昔ながらの食文

化や地元学を探求する。 この経験から旅行業 ・ 観光振興とお客様

への接遇の立場から地域や旅館 ・ 民宿等の経営改善や販売促進

策の提言を行い、 都市部と農山漁村の架け橋として、 「地域を売る」

「人を創る」 「地域をテーマパークに！」 と、 ツーリズムを事業化へ

と活動中。

（基礎知識・規制緩和・開業までの手続き）

中村 文彦さん

（一財）都市農山漁村交流活性化機構　客員研究員
（一社）北関東食べる通信　副編集長　ＢtoＢプロデューサー
ＮＰＯ法人わくわく体験群馬サポートセンター理事長

申込み

ＦＡＸまたは

メールにて

お申込み下さい

農家民宿
＆農業体験で

創業セミナー
無料

日時：

場所：

対象：

平成 31 年 日月３

アスパル（多可町健康福祉センター）２階 研修室
（多可町中区岸上 281 番地）

多可町で農家民宿や農業体験での

（町外在住の方も対象）

第１部
研修会 午後 1：30 ～４：30

農家民宿・農業体験事業を

【講師】

第２部
講演会 午後４：40 ～５：40

農家民宿・農業体験事業の経営
【講師】農家民宿まるつね

  女将　黒田 真澄さん  ・  番頭　黒田 哲郎さん

【お申込み・お問い合わせ】

主催：多可町

TEL FAX E-mail0795-32-4779 0795-32-3814 shoko@town.taka.lg.jp

開業するまでの手続きやプロセス

３０（土）

創業をお考えの方や興味のある方ならどなたでも

ＮＰＯ法人わくわく体験群馬サポートセンター
理事長　中村 文彦さん

兵庫県 多可町 商工観光課

午後 1 : 30 ～５ : 40

多可町創業起業支援事業

（役場３階）

収穫体験

田植え体験

山菜採り

空き家や空き部屋がある方、

田植え体験や野菜収穫体験で

創業に興味のある方必見！

多可町に
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