日本エコツーリズムセンターは
「エコツーリズムで地域を元気にしよう！」を合い言葉に、
エコツーリズムの実践者、研究者らが集まった、
日本初の全国ネットワークです。

WE LOVE ECOTOURISM.

わたしをエコツアーに連れてって！

［活動内容］
エコツアーガイド、
コーディネーター養成
セミナー、
シンポジウムの開催、講師派遣
エコツアー事業者、
自治体への支援、
コンサル
調査研究
情報発信
普及促進活動

もっとエコツアーについて知りたい人は「エコツアーカフェ」がおすすめ！
エコツアーについて、お茶を飲みながら語らう場。北海道や高知、沖縄など全国各
地で開催しています。東京では毎月第１木曜日にゲストスピーカーを招いて開催
中。エコツアーに参加する前に様子を聞きたいという人におすすめです！ 最新情
報はホームページで。
エコツアーカフェTOKYOは渋谷で開催

会員になってエコツアーをさらに楽しもう！ モンベルクラブの特典付き
エコツアーをもっと楽しみたい人、自然環境や地域文化に関心がある人、エコツー
リズムによる地域活性化を考えている人、エコツアーガイド、
コーディネーターの
人、
なりたい人、
エコツーリズムの第一線で活躍する実践者・研究者らが結集した全
国規模のネットワークに参加したい人。兎にも角にも日本エコツーリズムセンター
を応援したい人。
日本エコツーリズムセンターの個人普通会員にご入会ください。入会金無料、年会

モンベルクラブ提携の会員カード

費2000円で、モンベルクラブの特典が付いています！ 詳しくはホームページを
ご覧ください。

地球にやさしく
地域にやさしく
人にやさしい。
エコツーリズムは
みんなに、
自分に、
やさしい旅なんだよ。

[〒116-0013] 東京都荒川区西日暮里5-38-5
TEL: 03-5834-7966 FAX: 03-5834-7972 desk@ecotourism-center.jp

エコツアーって、
どんなことをやるの？
トレッキン グ や
登山、スキー、カ
ヤック、シュノー
ケリング、
ホエー
ルウォッチング、熱気球、洞窟探検、
農業体験、
文化体験など、
いろんなツ
アーがあるよ。
おもしろそうね。どこでできるの？
全国各地の山、海、里地里山など、い
ろんなところでやってるよ。北海道や
沖縄など、
自然
豊 か なところ
だけでなく、都
市近郊や 都内
でも 体 験でき
るんだ。
へー、都内でもやってるんだ。でも、
エコツアーって体力勝負なんじゃな
い？ 疲れるのはヤだな。
そ、
そんなことないよ。もちろんハー
ドな ツ ア ー も
あるけど、気軽
に 体 験 できる
も の が たくさ
ん あるん だ 。
小さな子どもからお年寄りまで楽し
めるツアーもいっぱいあるよ。
ふーん。で、
そもそもエコツアーと普
通の旅行の違いはなんなの？

自然や地域社会に、なるべく負担を
か け な い よ うに するの が 、エコツ
アーなのさ。だから、
ツアーの参加者
は一般的なツアーに比べて少なめ。
収益の一部を環境保全や地域活性の
ために寄付するツアーもある。
「エコ」ツアーというからには、植林
とかしなきゃいけ ないんじゃない
の？
植林や田植えなどの作業をするボラ
ンティア的なツアーもあるけど、
ガイ
ドさんと一緒に自然や文化を楽しむ
ものが圧倒的に多いね。ガイドさん
の話を 聞ける
からこそ、
自然
の面白さがわ
かったり、
地域
の文化がぐん
と身 近に 感じられるようになるん
だ。でもボクは田植えツアーが好き
だよ。ケロケロ。

ん、
ん？

れ た 村 の 人た
ちと 仲 良しに
なって、どっぷ
りそ の 村に は
まっち ゃう 人
も大勢いるよ。

と、
ところで、
どうやってエコツアー
を探したらいいの？

普通の旅行じゃ、そんなのめったに
ないわよねぇ。
でしょ！ 旅行でのいちばんの楽し
い思い出って、土地の人と知り合い
になれたりすることじゃない？ エコ
ツアーのおもしろさは、実は人に出
会えることなんだ。

「エコツアー・ドット・ジェイピー」と
いうサイトに、
いっぱい載ってるよ。
今度一緒にエコツアーへ行こうよ。
なんであんたと行かなくちゃならな
いのよ。
えっ……。
うふふ、
ケロケロ。

そうそう。旅先での風景や食べ物に
はいつも感動するんだけど、その感
動って、
時間とともに薄れちゃうのよ
ね。でも、
知り合った人のことは忘れ
ないよねぇ。そういえば、
あの人はど
うしてるのかしら……。

ガイドさんが案内してくれるのがエ
コツアーなのね。でも、
なんかお勉強
くさくない？ お勉強もヤーよ。
そこはプロのガイドさんなんだから
安心して。おしゃべりは上手だよ。参
加者の気持ちを常に考えてくれるん
で、
そういうガイドさんにまた会うた
めに、
リピートする人たちも多いん
だ。それと、
ガイドさんが案内してく

エコツアー・
ドット・ジェイピー www.eco-tour.jp

エコツアーに参加すると
自然や地域文化がぐんと身近になる。
だから、
はまっちゃうんだ。ケロケロ
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