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【ご予約・お問合せ】 星の観察館「満天星」／ TEL.0768-76-0101（木曜休館、8月無休）

【星空の案内人】

宇佐美 拓也さん

● 期間—通年（曇雨天中止・木曜休館）　● 時間—20：00～ 21：00（要予約）
● 体験料金—大人300円、小中学生200円
● 会場—星の観察館「満天星」（能登町上町ロ1-1）

◆星空のきれいな能登で星空観察

う さ み たく や

山下さんは、ぶどう畑が見渡せる場所にサ
ロンを開業しました。揉みだし系のオール
ハンドケアで自律神経とホルモンのバラン
スを整え、心身ともに健康になりませんか。

【ご予約・お問合せ】 山下サイコセラピス美容研究所／TEL.0768-58-1232

● 体験料金—部分3,780円～／ボディ5,940円～／全身（美顔含）10,800円～
※全メニュー初回半額   ● 通年で可  
● 会場—山下サイコセラピス美容研究所（穴水町旭ヶ丘り49-4）

◆デトックスエステ

奥能登に抒情書家あり
アトリエを五友宿という―
「  書  は心の画である
 言葉は心の声である」

【ご予約・お問合せ】 ぶなの森 能登事務所／ TEL.0768-76-0600

【体験指導】

室谷 一柊さん 朱琴さん

● 通年で可　● 所要時間—1日（時間はご相談ください）
● 体験料金—5,000円（食費は別途）
● 会場—五友宿（能登町大箱22）

◆言葉さがしの旅

むろ や いっ しゅ きんしゅう

とんと昔の会は、「猿鬼伝説」など貴重
な民話を語り継いでいます。昔話に耳
を傾けた後、そのお話の舞台を歩きま
しょう。

【ご予約・お問合せ】 ぶなの森 能登事務所／TEL.0768-76-0600

【語り部】

とんと昔の会

● 日時—9月25日（日） 13：00〜16：00　
● 体験料金—3,000円　● 定員—10名程度　● 会場—能登町当目地区（猿鬼の宮 ほか）

◆「猿鬼伝説」を歩く

むかし かい

★ほっと石川観光マイスター

大野さんは、炭の産地・奥能登で伝統を
受け継ぎ、新たな取り組みを続けていま
す。将来、茶道用の炭の原材料にもな
るクヌギの植林に参加しませんか。

【ご予約・お問合せ】 ぶなの森 能登事務所／TEL.0768-76-0600

● 日程—秋以降開催  
※詳細は決まり次第、能登半島おらっちゃの里山里海Webにておしらせします。

● 通年で可　● 所要時間—40分（真の才能を活性化し夢を叶えるカードです）
● 体験料金—3,500円～（ハーブ摘み取り体験も）
● 会場—ヒーリングエステ 癒ONE HERB（珠洲市上戸町寺社ほ-13）

◆お茶炭用の木を植える

登谷さんは、石川県の「ふるさとの匠」で
「塩づくりの匠」に認定されています。塩
田での塩づくりは、ご希望により窯焚きま
で体験可能な2日間のコースもあります。

【ご予約・お問合せ】 奥能登塩田村／TEL.0768-87-2040

【体験指導】

登谷 良一さん

● 期間—5～ 9月　● 時間—13：30〜15：30
● 体験料金—500円～ 3,500円（コースにより異なります）
● 会場—奥能登塩田村（珠洲市清水町1-58-1）

◆揚げ浜式塩田で塩づくり

と や りょう いち

【里海で水遊び】 〜

藤平さんは、能登の魅力を発信するマイ
スターとしては第一人者で、実は東京生
まれ。そんな藤平さんの案内で、時国家
など見所の多い曽々木周辺をめぐります。

【ご予約・お問合せ】 輪島市ふるさと体験実習館／TEL.0768-32-1331（火曜休）

【旅の案内人】

藤平 朝雄さん

● 期間—春から秋まで可　● 時間—9：30〜13：30
● 体験料金—2,800円（昼食代、見学料含む）
● 集合—輪島市ふるさと体験実習館（輪島市町野町曽々木サ部45-1）

◆能登屈指の景勝文化ゾーンを歩く

ふじ ひら おあさ

星野さんは、実習館で長年指導を行って
います。一番人気の豆腐づくり体験は、石
臼で国産大豆をひき、濾して、大鍋で炊き、
最後にろ過した海水を入れて固めます。

【ご予約・お問合せ】 輪島市ふるさと体験実習館／TEL.0768-32-1331（火曜休）

【体験指導】

● 通年で可　● 所要時間—2時間
● 体験料金—10名まで一人1,000円／11名から一人につき500円加算
● 会場—輪島市ふるさと体験実習館（輪島市町野町曽々木サ部45-1）

◆伝統的な豆腐づくりを楽しむ

山岸さんは、半島の海沿いに伸びる塩
街道で塩づくりを行っています。塩田
で塩撒きを繰り返し、濃くした海水を炊
く、古くからの塩づくりを体験できます。

【ご予約・お問合せ】 珠洲製塩／TEL.0768-87-8080  FAX.0768-87-8070

【体験指導】

山岸 順一さん

● 期間—春から秋まで可（1週間前までにご予約下さい）  ● 時間—13：00〜17：00（ご相談の上）
● 体験料金—作業体験は無料  ※かまどでの塩づくりは有料
● 会場—珠洲製塩（珠洲市長橋町13-17-2）

◆半島の先端で塩づくり

やま ぎし じゅん いち

坂本さんは、東京から珠洲にUターンし
た珠洲焼作家。古民家のレストラン「典
座」では、奥様が坂本さんの作品や家に
伝わる器で食事を提供しています。

【ご予約・お問合せ】 珠洲焼伏見窯／TEL&FAX.0768-88-2657

【体験指導】

坂本 市郎さん

● 通年で可　● 所要時間—2〜3時間
● 体験料金—5,000円〜（作る作品によって異なります。昼食代含む）／体験のみ3,000円～
● 会場—珠洲焼伏見窯（珠洲市三崎町伏見ワ部23）

◆珠洲焼体験と古民家ランチ

さか もと いち ろう

権左さんは、陶芸センターで珠洲焼の担
い手となるプロの育成から体験教室まで
指導してきました。その権左さんの指導
で、珠洲焼の作品づくりに取り組めます。

【ご予約・お問合せ】 珠洲市陶芸センター／ TEL.0768-82-3221 FAX.0768-82-3252（月曜休）

【体験指導】

権左 嘉明さん

● 通年で可　● 体験料金—3,000円～
● 開始時間—事前予約の上、ご都合のよい時間にお越し下さい。
● 会場—珠洲市陶芸センター（珠洲市蛸島町ミ－1－1）

◆珠洲焼体験

ごん ざ よし あき

【ご予約・お問合せ】 slow care niji hana oto／ TEL.090-3292-2317

【体験指導】

古畑 峰花さん

● 通年で可　● 所要時間—90分程度　● 体験料金—5,000円
● 定員—2名　● 会場—slow care niji hana oto（珠洲市野々江町ワ部8番地13）

◆能登の素材で石鹸づくり

ふる はた みね か

東さんは、白山市から珠洲市に移住し
スポーツクラブに勤務しています。運
動効果が高いノルディック・ウォーキン
グで海辺や松林を歩きませんか。

【ご予約・お問合せ】 スポーツクラブ・ウェーブ／TEL.0768-82-6000 FAX.0768-82-6001（火曜休）

【体験指導】

東 丈晴さん

● 通年で可　● 所要時間—1時間程度～　
● 体験料金—2,160円（一般）／1,080円（ホテル宿泊者） ※スポーツクラブ利用料含む
● 会場—スポーツクラブ・ウェーブ<珠洲ビーチホテル内> （珠洲市蛸島町1-2-480）

◆ノルディック・ウォーキング

ひがし とも はる

鍋島さんは、ヨガ、アクアビクス、NOSS
「日本踊りスポーツサイエンス」等の指
導者。アウトドアヨガで、心身ともに気
持ちよくリフレッシュしませんか。

【ご予約・お問合せ】 スポーツクラブ・ウェーブ／TEL.0768-82-6000 FAX.0768-82-6001（火曜休）

【体験指導】

鍋島 奈緒美さん

● 通年で可　● 所要時間—1時間程度～　
● 体験料金—2,160円（一般）／1,080円（ホテル宿泊者） ※スポーツクラブ利用料含む
● 会場—スポーツクラブ・ウェーブ<珠洲ビーチホテル内> （珠洲市蛸島町1-2-480）

◆アウトドア・ヨガ

なべ しま な お み

村上さんは、ネパールから来た能登の花
嫁。ヨガの指導とネパール料理教室を
定期開催しています。本場のインド式伝
統ヨガで体を整えリラックスしませんか。

【ご予約・お問合せ】 デビプラナヨガ／TEL.090-4327-5428

【体験指導】

● 日程—毎週月曜19：30～／毎週火曜20：30～／毎週金曜10：00～
● 所要時間—1時間程度　● 体験料金—1,000円
● 会場—乗光寺（珠洲市飯田町12-24）

◆デビプラナヨガ

【森の案内人】

大野 長一郎さん

おお の ちょう いち ろう

星野 賀代子さん

大平 みさとさん

ほし の か よ こ

山田 三知子さん
やま だ み ち こ

広岡 小百合さん
ひろ おか さ ゆ り

今井さんは、エステやヨガのセラピスト
とコラボした森のツアーを企画してい
ます。風や木々の音を聞きながら、森の
中でゆっくり過ごしませんか。

【ご予約・お問合せ】 ぶなの森 能登事務所／TEL.0768-76-0600

【森の案内人】

● 日程—4～11月の水曜日（エステ、ヨガのいずれかのプログラムを実施します）
● 時間—13：00～16：00　● 体験料金—5,000円～（プログラムにより異なります）
● 会場—鉢伏山（能登町当目集合）／石動山（中能登町石動山資料館前集合）

◆いやしの森のサロン

今井 淳美さん
いま い あつ み

加藤さんは、セラピストと健康運動指導
士として地域の健康づくりに取り組んで
います。経絡を整えて、エイジングケア
や小顔効果を実感してください。

【ご予約・お問合せ】 アンサール･カトウ／TEL.090-9762-3298

【セラピスト】

● 通年で可　● 所要時間—30分～　
● 体験料金—3,000円～（経絡調整カードによるカウンセリングとフェイスセラピー）
● 会場—アンサール･カトウ（珠洲市上戸町北方い27-1）

◆メリフィック･フェイスセラピー

加藤 美紀さん
か とう み き

奥佐さんは、整体や食事改善の提案を
通して病気になりにくい体づくりをサポ
ートしています。ROXテラピーは、気質
を割出し改善していく新しい健康法です。

【ご予約・お問合せ】 Beautiful☆Life／TEL.0768-82-2228

【代替医法家】

● 通年で可　● 所要時間—45分程度　● 体験料金—4,000円
● 定休日—日曜日　● 会場—Beautiful☆Life（珠洲市飯田町13部94）

◆泰山流氣石整体ROXテラピー

奥佐 将司さん
おく さ しょう じ

ひらぬま えいこさん
ひらぬまさんは、高校の体育教師やダン
スインストラクターを経て、子どもや高
齢者でも無理なくできるヨガを指導して
います。ヨガの秘訣を教わりませんか。

【ご予約・お問合せ】 Yunei・ヨガ／TEL.090-7088-9526

【体験指導】

● 体験料金—1,500円（施設使用料込）
● 日程—毎週金曜10：30 ～／会場－フォーラム七尾（七尾市御祓町1 パトリア4階）

◆こころを養うヨガ

須原 水紀さん
す はら みず き

須原さんは、岩陰や草陰で魚の生態を観
察する「じっくりダイビング」を薦めていま
す。能登島の夏場は絶滅危惧種の可憐な
海藻「人魚のワイングラス」が見られます。

【ご予約・お問合せ】 能登島ダイビングリゾート／TEL.0767-84-0081

【海の案内人】

◆能登島でダイビング

山田  剛さん
やま だ つよし

布  和代さん
ぬの かず よ

山田さんは、津幡町生まれで、信楽で焼
きもの修業をした後、能登島に移り住み
ました。のどかな海に臨む工房で、世界で
たったひとつの作品を作ってみませんか。

【ご予約・お問合せ】 案山子窯［かかしがま］／TEL＆FAX.0767-84-1059　

【体験指導】

● 通年で可　● 所要時間—20分〜
● 体験料金—手びねり：2,000円／ろくろ：3,000円
● 会場—案山子窯［かかしがま］（七尾市能登島曲町2乙-1）　

◆陶芸体験

兼田さんは、穴水郊外の高原でハーブ
ショップとカフェを営んでいます。ハー
ブティを味わいながら、水引を使ったア
クセサリーづくりを楽しみませんか。

【ご予約・お問合せ】 Vio Bell（ビオ・ベル）／穴水町旭ヶ丘リ1-3 TEL.0768-58-8001

● 日程—9月～10月の水曜　※詳細はお問合せください
● 時間—10：00〜（2時間程度）時間はご相談ください
● 定員—4名～　● 体験料金—1,500円〜  ※オプション：パスタランチセット1,300円〜

◆水引のアクセサリーづくり

新谷 幸子さん
しん たに ゆき こ

新谷さんご夫妻は、能登半島のどんな
植物が草木染めに活かせるか長年研究
しています。作品づくりの傍ら、体験指
導も各地で行っています。

【ご予約・お問合せ】 新谷工芸・能登草木の染め研究室／TEL.0768-57-1189

【体験指導】

● 通年で可  ● 体験料金—2,000円〜25,000円
● 会場—新谷工芸・能登草木の染め研究室
　　　　（穴水町字宇加川ル77-6）

体験教室——2時間（個人～団体）
基本講習——3時間〜［各種の絞り染め］（個人でも可）
上級から応用—1日〜［絞りの重ね染め、タペストリーなど］

◆能登の草木で染める

、

佐々木さんは、元看護師。交通事故の
後遺症治療に通ううち、自らもカイロプ
ラクターになりました。看護師の経験を
活かし、体の不調を和らげます。

【ご予約・お問合せ】 ゆらら／TEL.090-1310-7998

【カイロプラクター】

佐 木々 啓栄子さん

● 通年で可　● 定休日—不定休
● 体験料金—60分 6,000円／その他メニュー：小顔調整、リンパドレナージュほか
● 会場—ゆらら（七尾市下町オ部63番地）

◆ カイロプラクティック

さ さ き け え こ

山崎 仁一さん 隆さん
やま ざき じん ゆたかいち

、

【体験指導】

兼田 正子さん 怜奈さん

かね だ まさ れい なこ

、

通  文子さん
とおり ふみ こ

花月さんは、明治29年創業以来、評価の
高い和菓子店。季節の上生菓子づくりを
体験しませんか。作ったお菓子はお土産
に。体験後はお抹茶とお菓子をどうぞ。

【ご予約・お問合せ】 御菓子処 花月／TEL＆FAX.0767-52-6431

【体験指導】

● 通年で可（※1週間前までにご予約ください）　● 所要時間—2時間程度
● 体験料金—2,000円（和菓子体験材料、お茶）　● 定員—5～10名
● 会場—御菓子処 花月（七尾市一本杉町45）

◆和菓子づくり

新城 礼子さん
あら き これい

新城さんは、創業・嘉永年間の老舗・漆
陶舗あらきの若女将。お店に沈金の体
験コーナーを常設し、気軽に体験ができ
るようにしています。

【ご予約・お問合せ】 漆陶舗あらき／TEL.0767-52-4141 FAX.0767-52-4140

【体験指導】

● 通年で可　● 所要時間—30分～1時間　● 定員—1～14名（団体の場合は応相談）
● 体験料金—1,000円～ 2,000円（作る作品によって異なります）
● 会場—漆陶舗あらき（七尾市一本杉町4）

◆輪島塗沈金体験

濱口 初美さん
はま ぐち みはつ

小坂 千香さん
こ さか かち

金曽 正志さん
かね そ しまさ

濱口さんは、増穂浦の貝を使った貝細工
の第一人者。増穂浦は、昔から美しい小
貝が打ち上げられる浜として、日本三名
所に数えられています。

【ご予約・お問合せ】 道の駅とぎ海街道／TEL.0767-42-0975

【体験指導】

◆桜貝細工づくり

● 通年で可　● 所要時間—30分～1時間
● 体験料金—1,500円〜（材料費含む）　● 定員—1～10名（団体の場合は応相談）
● 会場—道の駅とぎ海街道（志賀町富来領家町タ2-11）

小林 幸恵さん
こ ばやし えゆき

小林さんは、和裁技能士として働く傍
ら、ヨガの指導を行っています。お寺の
御堂で日常の慌ただしさから解放され、
心身を整えませんか。

【ご予約・お問合せ】 Yunei・ヨガ／TEL.090-2124-6757

【体験指導】

◆寺ヨガ

● 日程—毎週火曜　● 時間—11：00～ 12：00  ● 体験料金—1,000円
● 定員—5名  ● 会場—伝流寺（中能登町井田67-29）

澤  一博さん
さわ ひろかず

澤さんは、いするぎ里山自然塾の代表。
昔ながらの燻炭で、火おこしから焼き芋
づくりに挑戦です。対象は幼児以上の
お子さんとそのご家族。

【ご予約・お問合せ】 いするぎ里山自然塾／ TEL.090-8704-7072

【体験指導】

◆燻炭焼き芋にチャレンジ！

● 日程—10月9日（日） 10：00～15：00
● 参加費—小学生以上500円／幼児無料　● 定員—15名
● 会場—石動山テント村（中能登町石動山コロサ口-1）

村上 デビさん
かみむら

山崎さん親子は、全国屈指の上布の一つ、
能登上布を明治より代々作り続けていま
す。織元としては唯一となった山崎麻織
物工房で機織り体験はいかがですか。

【ご予約・お問合せ】 山崎麻織物工房／TEL＆FAX.0767-26-0240

【体験指導】

高畑 圭介さん 愛子さん
たか はた けい あい こすけ

、

【体験指導】

◆能登上布の世界に触れる

● 通年で可（事前予約要）  ● 定休日—日曜日
● 所要時間—2時間程度  ● 体験料金—3,000円～（見学は無料）
● 定員—2名（体験）  ● 会場—山崎麻織物工房（羽咋市下曽祢町ヲの部84）

井本 勝也さん
い もと やかつ

井本さんは、日本サーフィン連盟公認指
導員、サーフィン海上安全指導員の有資
格者です。通年でサーフィンが楽しめる
能登で波乗り体験を受付ています。

【ご予約・お問合せ】 サーフィンショップ reboot／TEL＆FAX.0767-22-5341

【体験指導】

◆サーフィン体験

● 通年で可　● 時間—ご希望の時間（波の状態により）
● 体験料金—5,000円　● 集合—サーフィンショップ reboot （羽咋市兵庫町酉4-26）

池上 康人さん
いけ がみ ひとやす

池上さんは、体験などを通じて穴水町の
魅力を発信しています。巨大ビニール
に入り、水上を思う存分歩いたり、走った
りしてみよう！運次第で魚も見られる？

【ご予約・お問合せ】 まちづくり会社 江尻屋／ TEL.0768-52-0911  FAX.0768-52-0922

【水の上転がし人】

◆水の上コロコロ体験

● 通年で可　● 所要時間—体力が続くまで　● 体験料金—2,160円
● 集合—まちづくり会社 江尻屋（穴水町大町二34）

橋本 達夫さん
はし もと おたつ

橋本さんは、海の生きものに関連するお
仕事に長年携わっています。九十九湾
は透明度抜群。さまざまな生物が生息
する海の中をのぞいてみませんか。

【ご予約・お問合せ】 のと海洋ふれあいセンター／TEL.0768-74-1919

【体験指導】

● 日程—7月16日（土）～8月14日（日）の主に土日開催 ● 所要時間—2.5時間  ● 定員—20名
● 参加費—2,000円＋高校生以上入館料200円  ● 対象—小学5年生以上（水を恐れない方）
● 集合—のと海洋ふれあいセンター（能登町字越坂3-47）  詳細・要問合せ

牛上  宏貴さん
うし かみ こう き

牛上さんは、白山市からの孫ターン者。
かつて物資が運搬された運河をカヌー
で巡り、水上からの町並みや陸の人と
の会話を楽しみましょう。

【ご予約・お問合せ】 まちづくり会社 江尻屋／ TEL.0768-52-0911  FAX.0768-52-0922

【運河の案内人】

◆運河カヌー

● 通年で可　● 所要時間—3時間　● 体験料金—大人4,320円／小学生以下3,240円
● 集合—まちづくり会社 江尻屋（穴水町大町二34）

森田 鉄幸さん
もり た ゆきてつ

森田さんは、趣味で続けていたそば打
ちで独立開業しました。このそば打ち
体験は、石臼でそばの実を挽き、自分で
そば粉づくりから行えるのが特徴です。

【ご予約・お問合せ】 蕎麦処 浄楽／TEL.0767-27-1433

【体験指導】

◆石臼挽きからのそば打ち体験

● 通年で可　● 所要時間—3時間
● 体験料金—4,000円（お食事つき。ご自身が打ったそば＋お楽しみ）
● 定員—2名　● 会場—蕎麦処 浄楽（羽咋市滝谷町ロ-51 妙成寺から数秒）

礒見 篤介さん
いそ とく すけみ

礒見さんは、植物の葉をそのまま器物に
付けて焼成する作品「真葉手（しんよう
で）」大社焼窯元。手びねりでの陶芸体験
はいかがですか。絵付けコースもあります。

【ご予約・お問合せ】 能登大社焼窯元／TEL.0767-22-0622  FAX.0767-22-0999

【体験指導】

◆陶芸体験

● 通年で可　● 体験料金—粘土1kg 3,200円／粘土500g 1,600円
● 所要時間—1～ 2時間　● 可能人数—1〜60人
● 会場—能登大社焼窯元（羽咋市寺家町テ41-1）

向瀬 孝之さん
むこ たか よしせ

【ご予約・お問合せ】 之乎路窯（しおじがま）／ TEL.0767-29-2735

【体験指導】

◆手びねり陶芸体験

● 通年で可　● 所要時間—1～ 2時間　● 体験料金—1kg 3,000円～
● 可能人数—1～15人　● 会場—之乎路窯（宝達志水町子浦ワ113）

鳥居 正子さん
とり まさ こい

鳥居さんは、昔ながらの製法でつくる醤
油店で町づくりにも取り組むおかみさ
ん。店は一本杉通り商店街に設けられ
た「語り部処」のひとつになっています。

【ご予約・お問合せ】 鳥居醤油店／ TEL.0767-52-0368

【語り部】

◆生醤油しぼり体験と醤油のお話

● 通年で可　● 所要時間—15分〜
● 体験料金—300円（醤油のお土産付）　● 定員—10名
● 会場—鳥居醤油店（七尾市一本杉町29）

山田さんは、骨盤・骨格矯正専門のセラ
ピスト。産後の骨盤の悩み、なかなか治
らない腰痛など、どんな体の不調もお気
軽にご相談ください。

【ご予約・お問合せ】 ハッピーバランス／TEL.0767-22-5520

【セラピスト】

◆骨盤・骨格矯正

● 通年で可（事前にご予約下さい）　● 体験料金—初回5,000円
● 定休日—日・祝日（不定休有）
● 会場—ハッピーバランス（羽咋市兵庫町酉4-32）

金曽さんは、能登と富山の県境に近い山
の中で桃を栽培しています。収穫期を
迎えた桃園での収穫体験では、もぎたて
の桃のおいしさを味わうことができます。

【ご予約・お問合せ】 金曽農園／ TEL.0767-29-4576（農園）

【フルーツ案内人】

◆山の上の果樹園で桃狩り

● 日程—7月23日（土）～ 31日（日）  ● 時間—10：00〜11：00
● 参加費—3,000円（桃一箱付き）
● 会場—金曽農園（宝達志水町小浦レ232）

おお ひら

大平さんは、古民家に移住しリラクゼーシ
ョンサロンを開業。民間療法に重宝され
るビワの葉活用法（化粧水など）と、健康
に役立つ身近なハーブを教わりませんか。

【ご予約・お問合せ】 いやし処 悠庵／TEL.0767-77-2470（水曜休）

【体験指導】

◆ビワの葉エキス作りとハーブ療法のお話

● 通年で可　● 所要時間—1時間
● 体験料金—1,500円（材料費含む）　● 定員—2〜6名
● 会場—いやし処 悠庵（中能登町久江ワ部35）

小坂さんは、看護師から転身、バリ島でイ
ンドネシア政府公認のエステ資格を取得
しサロンを開業しました。隠れ家的サロ
ンで、本場のバリエステを体験しませんか。

【ご予約・お問合せ】 あろまさろん 香～ kou～／ TEL.0767-76-1303（施術中は留守電）

【セラピスト】

◆本場のバリエステ体験

道下 晴美さん
みち した みはる

【セラピスト】

◆和倉ビオファンゴセラピー

● 通年で可　● 時間—80分～　● 体験料金—（全身）6,800円～
● 定休日—土曜日　● 会場—あろまさろん 香～kou～（中能登町芹川口17-1）
※女性専用サロンです

1 7 【里山を学ぶ・育てる】 〜8 11 ・12 13【ウォーキング＆ヨガ】

〜14 17【ウォーキング＆ヨガ】 【歴史＆カルチャー体験】 【能登の技・クラフト創作】 〜26 28

【能登の技・クラフト創作】 〜29 41

〜

【食を知る】 〜42 46

【癒しの時間】 〜47 64

今井さんは、総アテ木造りの自宅を活か
しエステサロンを営んでいます。前向き
になるカードで心の内を知り、癒される
体験をしてみませんか。

【ご予約・お問合せ】 ヒーリングエステ 癒ONE HERB／TEL.090-1313-4696

【セラピスト】

◆ボイジャータロット

今井 眞美子さん
いま い ま み こ
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赤坂 由紀さん
あか さか ゆ き

【ご予約・お問合せ】 能登七見健康福祉の郷「なごみ」／TEL.0768-67-8200

【体験指導】

● 日程—毎週火・土曜13：30～／毎週金曜19：30～（ピラティスは毎週火・水曜開催。料金別途）
● 体験料金—710円（施設使用料、温泉入浴料込）
● 会場—能登七見健康福祉の郷「なごみ」（能登町七見ツ100）

◆アクアエクササイズ

赤坂さんは、フィットネスインストラクタ
ーとして健康づくりをサポートしていま
す。アクアエクササイズ、ピラティスなど、
無理なく体を動かしませんか。

大 人 が 楽 し める 体 験 プログ ラム 集
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宇佐美さんは、故郷・佐渡島の星空に魅
せられて宇宙物理学を学びました。好
天の夜は、プラネタリウムと同じくらい
満天の星が見られますよ。

【プラネタリウム上映】
①11:00  ②13:00  ③15:00

※別料金

● 通年で可　● 所要時間—60分～（カラーセラピー付）　
● 体験料金—6,300円～（オプションでデトックスエステも）
● 会場—カット＆エステueno（珠洲市野々江町ス65-1）

上野さんは、理容師免許ももつエステ
ティシャン。ストレスや疲れで滞ってし
まったリンパの流れを、プラチナ入りゲ
ルマニウムジェルを使って整えます。

【ご予約・お問合せ】 カット＆エステueno／TEL.090-4688-0664

【セラピスト】

◆リンパ整体･小顔エステ体験

上野 佐知子さん
うえ の さ ち こ

● 通年で可　● 所要時間—45分～　● 体験料金—3,000円～
● 会場—かのん（穴水町川島ア-22-1）

広岡さんは、看護助手として働き、人を
癒す技術を身につけたいとエステティ
シャンになりました。「YOSA」は、お肌
や体内のバランスを整えてくれます。

【ご予約・お問合せ】 かのん／TEL.0768-52-1066

● 通年で可　● 体験料金—初回限定 3,500円（ハンドorヘッド15分＋美食ランチ付）
通常メニュー：部分 3,500円～／全身 9,000円～（8月より）
● 会場—Nagisa spa（穴水町曽福ネ8-5なぎさガーデン横）

橋本さんは、国内外の一流ホテルで活
躍されたINFA国際エステティシャン。
穴水産天然椿オイルを使用したトリー
トメントで静穏なひとときを。ランチ付。

【ご予約・お問合せ】 Nagisa spa／ TEL.0768-52-1221

● 通年で可（1日3組限定）　● 体験料金—60分 8,000円
● 会場—大観荘2Fエステルーム「ロータス」（七尾市和倉町6-5-1）

道下さんは、和倉ビオファンゴ専門セ
ラピスト。近年注目が高まっている能
登産珪藻土入り温泉泥パックで新しい
湯治を体験しませんか。

【ご予約・お問合せ】 大観荘2Fエステルーム「ロータス」／ TEL.0767-62-1212

【セラピスト】

◆ハーブ蒸気浴で温まる

橋本 美智子さん
はし もと み ち こ

【セラピスト】

◆NOTOリトリート／椿オイル体験

● 通年で可　● 所要時間—1時間程度
● 体験料金—2,500円（デトックス、フットセラピー）
● 会場—リラックス＆リフレッシュ りあん（能登町宇出津ウ104 常椿寺内）

室峰さんは、宇出津港近く「夫婦藤」が
有名な常椿寺でお寺の隠れ家的エステ
サロンを開業。足浴デトックスとフット
セラピーで心身を癒しませんか。

【ご予約・お問合せ】 リラックス＆リフレッシュ りあん／TEL.0768-62-4636

● 日程—平日10：00～ 15：00（予約制）
● 体験料金—60分 3,500円／タイ古式 60分 4,000円
● 会場—ほぐし屋 能登（能登町宇出津タ-65-12）

菊池さんは、大阪から能登へ移住しリラ
クゼーションサロンを開業。本場で学ん
だタイ仕込みの施術やほぐしの技を体
験してみませんか。

【ご予約・お問合せ】 ほぐし屋 能登／ TEL.0768-62-2555

【セラピスト】

◆デトックス・足裏リフレッシュ

室峰 利恵さん
むろ みね り え

【セラピスト】

◆全身もみほぐし

菊池 一代さん
きく ち かず よ

【セラピスト】

山下 定子さん
やま した さだ こ

● 通年で可
● 体験料金—フェイシャル40分 5,500円／全身70分 9,800円（セット90分 12,800円）
● 会場—MELISSA（志賀町富来領家町甲59シーサイドヴィラ渤海）

金森さんは、アロマセラピーをきっか
けに美容の世界に入り、独自のスタイ
ルを追求してきました。話題の美容法
“かっさ”で経絡の流れを整えませんか。

【ご予約・お問合せ】 シーサイドヴィラ渤海／ TEL.0767-42-8080

【セラピスト】

◆かっさアロマトリートメント

金森 美芳さん
かな もり み ほ

● 通年で可  ● 所要時間—60分程度
● 体験料金—ボディバランス（ほぐし＋矯正）4,000円  ● 定休日—火曜日（不定休有）
● 会場—いさか整体院（志賀町矢駄ユ111-2）

井坂さんは、サラリーマンを経てカイロ
プラクターになりました。「村上式ほぐ
し療法」は手の平や前腕を使って丁寧
に筋肉をほぐし、骨格を調整します。

【ご予約・お問合せ】 いさか整体院／TEL.090-8264-2872

【カイロプラクター】

◆カイロプラクティック・ほぐし療法

井坂  学さん
い さか まなぶ

● 通年で可　● 体験料金—フェイシャル45分 3,500円／全身60分～ 5,000円～
● 定休日—土曜日　● 会場—Happiness･ハピネス（穴水町大町チ24-4）

松木さんは、たくさんの人の健康を手助
けするため、美と健康に役立つ情報を
発信しています。心身をケアするオー
ルハンド手技で不調を改善します。

【ご予約・お問合せ】 Happiness･ハピネス／TEL.0768-52-4410

【セラピスト】

◆ アロマトリートメント

松木 光枝さん
まつ き みつ え

★石川県観光スペシャルガイド

★ほっと石川観光マイスター

北林さんは、小さい頃育った島根県ではお
茶栽培を手伝っていたそう。縁あって七
尾で茶店主人となり、お茶一筋。町の語り
部として多くのお客様をもてなしています。

【ご予約・お問合せ】 北島屋／TEL.0767-53-0003

【語り部】

北林 昌之さん

● 通年で可　● 所要時間—30分程度
● 体験料金—500円　● 定員—10名  ● 会場—北島屋（七尾市一本杉町54）

◆お抹茶挽き体験とお茶のお話

きた ばやし ゆきまさ

布さんは、仏壇製造の技を活かし、オリ
ジナルな箔押し体験を考案。店は一本杉
通り商店街の「語り部処」のひとつなので、
お話だけでも気軽に立ち寄れます。

【ご予約・お問合せ】 ぬのや仏壇店／ TEL.0767-52-0756

【語り部】

● 通年で可　● 所要時間—15分〜
● 体験料金—600円〜　● 定員—5名  ● 会場—ぬのや仏壇店（七尾市一本杉町24）

◆箔押し体験と七尾仏壇のお話

高柳 光明さん
たか やなぎ みつ あき

高柳さんは、石動山資料館の管理人で
あり、ボランティアガイド「いするぎ夢
案内」のメンバーです。自然とともに生
きた山伏の山を歩きませんか？

【ご予約・お問合せ】 いするぎ夢案内（石動山資料館）／ TEL.0767-76-0408

【森の案内人】

● 期間—4月～ 11月　● 所要時間—2時間程度　● 体験料金—1,000円
● 集合—石動山資料館前（中能登町石動山ラ部1番地2）
※ 別のガイドがご案内する場合があります。

◆山岳信仰の山・石動山を歩く

向瀬さんは、釉薬の変化で能登の海を表
現した作品づくりに力を入れています。
千里浜なぎさドライブウェイ近くの之乎路
窯（しおじがま）で陶芸体験をしませんか。

古畑さんは、珠洲に移住し、海の見える
エステサロンを開業しました。能登の
素材に注目し、肌や環境に優しい石鹸
作りに取り組んでいます。

【プログラム】

歴史 ＆
カルチャー
体験

【プログラム】

ウォーキング
＆ ヨガ

【プログラム】

里山を学ぶ・
育てる

【プログラム】

里海で
水遊び

【プログラム】

能登の技・
クラフト創作

【プログラム】

食を知る
【プログラム】

癒しの時間

● 参加ご希望の方は、事前にご予約ください。
● 内容については、遠慮なくお問い合わせください。

検索能登時間
ホームページでもご案内しています

http://bunanomori.com/noto-jikan

渡邊  徹さん
わた なべ とおる

渡邊さんは、日本エコツーリズム協会の
「このガイドさんに会いたい100人」に選
ばれている名指導者。能登島は波が静か
で、一年中カヌーが可能なスポットです。

【ご予約・お問合せ】 カヌーあいらんど／E-mail :canoe-island@dab.hi-ho.ne.jp 

【海の案内人】

● 通年で可　● 体験料金—半日コース6,000円～／ 1日コース10,000円～
● 集合—開催場所により異なります。ご予約時にご案内します。

● 通年で可　● 体験料金—半日コース27,000円／スノーケリング体験 8,640円～／
ドルフィンスノーケリング 23,220円～
● 集合—能登島ダイビングリゾート（七尾市能登島野崎町89-17）

◆カヌーでめぐる能登島

黒瀬  広喜さん
くろ せ ひろ き

黒瀬さんは、英国のヨットクルーとして
世界を旅した人。能登に魅せられヨット
ハーバー前にカフェを営業しています。
穏やかな七尾湾をセーリングしませんか。

【ご予約・お問合せ】 カフェ遊帆／TEL.090-3291-7790（木曜休） 

【海の案内人】

● 通年で可  ● 体験料金—2.5時間コース 15,000円／ 1日コース 30,000円
● 定員—6名  ● 集合—カフェ遊帆（七尾市中島町外イ14）

◆七尾湾セーリング体験◆体験スノーケリング

菊池さんは、北海道、岩手のガラス工房
で修業を積んだ実力派。熱いガラスに
息を吹き込んでオリジナルの作品を作
ってみませんか。

【ご予約・お問合せ】 能登島ガラス工房／TEL.0767-84-1180  FAX.0767-84-1380

【体験指導】

● 通年で可　● 所要時間—15分～1時間
● 体験料金—吹きガラス：3,240円〜（アクセサリーづくり、とんぼ玉づくり、サンドブラストの体験も可能）
● 会場—能登島ガラス工房（七尾市能登島向田町122-53）

高畑夫妻は、一点ものの革小物をフル
オーダーで制作する革職人。田園風景
に佇む工房で、トンカチで刻印を入れて
オリジナル作品を作りませんか。

【ご予約・お問合せ】 革仕事のお店 tasola／TEL.0767-68-2401

● 日程—金・土・日曜　● 所要時間—30分～　● 定員—4名
● 体験料金—小銭入れ 2160円～／コードホルダー［3コ］ 1,080円
● 会場—革仕事のお店 tasola（七尾市川尻町へ部8番地）

◆吹きガラスづくり

菊池 正博さん
きく ち まさ ひろ

◆革小物ワークショップ

宮崎 岳志さん
みや ざき したけ

宮崎さんは、廃校になった熊野小学校校
舎を工房にして草木染めを行っています。
のどかな能登の山あいで、能登の草木を
使った染物作品を作ってみませんか。

【ご予約・お問合せ】 熊野工芸工房／TEL＆FAX.0767-47-1124

【体験指導】

◆能登の草木で染める

● 通年で可（10日前にご予約ください）　● 所要時間—3時間
● 体験料金—藍染めハンカチ1,000円～（材料費含む）　● 定員—3～20名
● 会場—熊野工芸工房（志賀町草木ヨ-31）

川端さんは、モダンアート押し花作家と
して国内外で多数の受賞歴をお持ちで
す。押し花で絵画のような「押花絵」を
制作してみませんか。

【ご予約・お問合せ】 小さなギャラリー／ TEL.090-2031-9542

【指導】

● 通年で可　● 所要時間—30分～
● 体験料金—800円～（作る作品によって異なります。天然石ジュエリーづくりも可）
● 会場—小さなギャラリー（七尾市一本杉町74）

◆能登に咲く花で「押花絵」体験

川端 彗信さん
かわ ばた すい しん

歴史＆
カルチャー体験

ウォーキング
＆ヨガ

里山を
学ぶ・育てる里海で水遊び 能登の技

クラフト創作 食を知る 癒しの時間

能登でのひとときを、素敵な時間にしませんか。能登訪問のフリープランに組み込みやすい、
短時間プログラムを集めて紹介しています。少人数（1名〜）での催行が基本。お気軽にお申込みできます。

※一部、最少催行人数が設定されているプログラムもあります。

写真＝能登町黒川

春蘭の里実行委員会は、里山に自生する
春蘭に着目し、里づくりを進めてきました。
森のロッジで、風力発電以外は食料調達
から調理まで人力で行う貴重な体験です。

【ご予約・お問合せ】 春蘭の里実行委員会／TEL.0768-76-0021

【体験指導】

春蘭の里実行委員会

● 期間—5～10月頃（1泊2日）
● 宿泊体験料金—1棟12,960円（10名程度まで利用可能）
● 会場—春蘭の里実行委員会（能登町字宮地）

◆原始体験

しゅん らん さと

村山さんは、四季の丘等でロゲイニングを
指導しています。スコアオリエンテーリン
グで地図上のチェックポイントを制限時間
内に回り、合計得点を競い合うゲームです。

【ご予約・お問合せ】 オクルスカイ／ TEL.0768-56-1522

● 期間—春～秋まで可（※応相談）  ● 時間—2～ 5時間　● 催行人数—2～ 30名まで
● 体験料金—大人2,000円／小人1,500円（※小学生以上）
● 会場—ふるさと体験村「四季の丘」（穴水町字山中タ字37の10）

◆ロゲイニング体験
【体験指導】

村山 智一さん
むら やま とも かず
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