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★道志村基本情報★

総面積：79.57㎢（うち森林面積は約94%の74.72㎢）
人口：1602人（令和4年1月1日時点）

年間平均気温：11.1℃
特産品：クレソン、酒饅頭、道志ポーク、水など
観光地：久保吊り橋、雄滝・雌滝、道志の湯など

道志村は山梨県の南東に位置し、
神奈川県と隣接する小さな村です。
神奈川県横浜市とは2004年に「友
好・交流に関する協定」が締結さ
れ、「赤道を超えても腐らない
水」と称されている道志川の水は
横浜市の水源にもなっています！

村内には豊かな自然環境が広
がっており、涼しい気候と自然を
活かしたキャンプ場などの施設が
充実しています。綺麗な水を用い
たクレソン栽培も盛んで、道志村
のクレソン生産量は全国１位で
す！

しかし少子高齢化が進み、農業
等では後継者不足に悩まされてい
ます。クレソン栽培においても例
外ではありません。「農業をやり

たい！」とお考えの際は、ぜひと
も道志村へお越しください！

また村内には「道志みち」とも
呼ばれる国道413号線が横断して
います。道志みちはライダーさん
たちに人気があり、休日には近隣
の地域からやって来るライダーさ
んたちで、村内は大賑わいです！
2021年開催の東京オリンピックで
は、ロードレースのコースにもな
りました！

「道志ふうどブック」では以上
のような特徴を持つ道志村の「風
土」及び「food」を紹介します。
道志村の人々の温かさに触れなが
ら、新たな道志村の魅力をお楽し
みください！

Cエリア
エリアマップ ………………………
C-1 Doshi Cafe ………………….
C-2 道の駅どうし …………………
C-3 きく屋 ………………………

Dエリア
エリアマップ ……………………
D-1 おばぁの台所 ………………..
D-2 THE TEPPAN 静庵 ………

★道志村ぼ。とは？ ……………

★編集後記 ………………………

p.18
p.19
p.20
p.21

p.22
p.23
p.24

p.25

p.26

クレソン



大渡水くみ場

Doshi Cafe

道の駅どうし





店舗名・おすすめポイント

店舗名 おすすめポイント ページ

A－1 湯川屋 具だくさんのほうとうと川魚定食が楽しめる 8

A－2 両国屋 店主さんご自身がブレンドされているうどんが人気 9

A－3 たんぽぽ 人気メニューのオムライスは道志村産の野菜を使用 10

A－4 家庭Dining 
NAGOMI-和美-

店内から見える風景と華やかな料理を楽しめる 11

B－1 お山のリトリート
うずまの

ファンスティング・産後のケア・体質改善目的の養生
が可能な健康道場

13

B－2 そばカフェ 季のまま のんびり過ごせる店内で美味しいそばを楽しめる 14

B－3 MATOBA茶屋 店内飲食だけでなく、直売所での買い物やお弁当の注
文も可能

15
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店舗名・おすすめポイント

店舗名 おすすめポイント ページ

B－4 レストハウス 貴純 ボリューム満点元こつカレー 16

B－5 HoRoHoRo 木材を使った温かみのある店内で和洋食を楽しめる 17

C－1 Doshi Cafe 大きなお肉が入ったビーフカレーが楽しめ、店内では
お肉やキャンプ用品の購入も可能

19

C－2 道の駅どうし 道志村の観光拠点であり、多くのバイクライダーで賑
わう

20

C－3 きく家 大きくて美味しいわらじカツ丼 21

D－1 おばぁの台所 ふわふわで柔らかいボリューミーなハンバーグ 23

D－2 THE TEPPAN 静庵 リーズナブルな価格で美味しいお肉が食べられる 24
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Aエリアマップ

Aエリアの飲食店

①湯川屋（p.8)

②両国屋（p.9)

③たんぽぽ（p.10)

④家庭Dining NAGOMI-和美-（p.11)

道志村の東側のエリア
神奈川県相模原市と隣接しています。

Aエリアの見所は、
道志川を堪能できる吊り橋！

「みなもと体験館 道志・久保分校」
では、道志村の自然を
存分に楽しめます。

①

②

③④

至神奈川県→

・

みなもと体験館 道志・久保分校

♪♪

・
・

野原吊り橋

久保吊り橋

R413

湯川屋

両国屋

たんぽぽ

家庭Dining 
NAGOMI-和美-

どんな飲食店が
あるのかな？
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・

※①湯川屋と②両国屋の詳細位置は
道志村全体マップ(p.3)をご覧ください！

・

大渡水くみ場



A-1 湯川屋

具だくさんで
おいしいほうとう

心も体も温まります

📞042-787-2250 🏠道志村月夜野49
⏰11:00～15:00(食堂の営業時間）
💴800円～ 🚙有り
🚲サイクルサポートステーション
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神奈川県との県境にかかる両
国橋のそばにある食堂が「湯川
屋 」 で す 。 「 両 国 橋 キ ャ ン プ
場」というキャンプ場も併設し
ており、キャンプのシーズンに
は大変賑わうそうです。

元々はキャンプ場のみだった
そうですが、食堂は約40年ほど
前に始められたとのことです。
現在の店主湯川さんは2代目、ご
夫婦で切り盛りされています。
料理のジャンルは麺類と川魚料
理、定食が中心です。眼下に道
志川を眺めながら料理を食べる
こともできます！ほうとうの味
噌やヤマメなどの川魚は道志産

で、野菜は自家製を使用してい
ることもポイントです。

道志村で生まれ育った店主さ
ん、自然豊かで開放感があり、
とにかく川の水がきれいなとこ
ろが道志の魅力だとおっしゃっ
ていました。奥様も、道志の自
然が好きとおっしゃっていまし
た。公共交通の便がもっと良く
なって、より多くの人に道志村
を訪れてほしいと、話してくだ
さいました。遠くから来るお客
さ ん に こ こ に 来 て よ か っ た と
思っていただけるようなお店に
なれるよう、今後も頑張りたい
のことです。



A-2 両国屋

📞042‐787‐2023 🏠道志村月夜野45
⏰11:00〜15:00（不定休）
💴550円～ 🚙有り（６台）
🚲サイクルサポートステーション

自家製でブレンドした麺を
使っています！

両国屋は約60年前に道志村で創
業した歴史のあるお店で、現在の
店主さんは３代目です。地域に暮
らす人々との繋がりが店主さんの
道志村の好きなところだそうです。
道志村は住みやすいところなので、
もっと村に多くの人に住んでもら
いたいとのこと。

一方で村内で生活するのに大変
なことは、中心部へ行くのにも道
路が複雑で大変だということだそ
うです。「バイクの聖地」である
道志村としても事故を減らすため
に道路の整備を行ってほしいとの
こと。

お店の人気メニューは店主さん
ご自身でブレンドされているうど
ん。冷たいものと温かいものがあ
るので、季節に関係なくお料理を
いただけます。他にもかつ丼をは
じめとした丼ものや、ヤマメなど、
多種多様な和食をいただけます。

「この「ふうどブック」を通し
て知名度が上がり、もっとお客様
に来てほしい」と話されてました。
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愛され続けて60年！
伝統の味！！



A-3 たんぽぽ

📞0554-52-2759 🏠道志村野原1794
⏰6:00～18:00（季節により変更有り）
💴350円～1,300円 🚙有り
🚲サイクルサポートステーション

人気メニューのオムライス！
道志村産の野菜をたっぷり使用！！

道志村出身の店主の佐藤さん。
お店をかまえるきっかけとなった
のは、東京の知り合いの｢道志村に
来た時にお金を使うところがない｣
という言葉でした。その方がコー
ヒーを好きだったということもあ
り、お店を始め、今に至ったそう
です。

お店をかまえてから35年近く。
「山奥だからそんなにお客さんが
来るわけではないが、生まれたと
ころであり、このお店を立ち上げ

たからには逃げるわけにいかない。
1日1日健康に過ごし、働けるうち
はお店をやっていきたい」という
思いで続けているそうです。

釣りも趣味の佐藤さんの道志村
の好きなところは、川、水、空気
が綺麗なことと伝えてくださいま
した。

道志村の今後については「村に
若い人がたくさん来てくれれば良
いな」とのことです。
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A-4 家庭Dining NAGOMI-和美-

📞0554-52-2399 🏠道志村笹久根2720
⏰11:00～15:00（土・日・祝 営業）
💴 800円～ 🚙有り（3～4台）
🚲サイクルサポートステーション

ご夫婦で仲良く経営されてお
り、とても温かみのある雰囲気
が特徴的なうどん屋さん。ここ
では、吉田のうどんをはじめ、
パリパリの手作り餃子や道志産
のクレソンを使用した天ぷら等
がいただけます。

元々、相模原にて夫婦でお店
を営んでいましたが、奥様の出
身地である道志村でご両親が約
２０年前にうどん屋さんを経営
しており、その土地が利用され
ていなかったことや、道志村の
環境の良さに惹かれてご夫婦で

道志村に帰ってこられたそうで
す。道志村の良さは自然と水だ
そうです。店内から覗く風景は
圧巻でした。道志村の自然を見
ながら吉田のうどんを食べられ
るのも「NAGOMI」ならでは
なので注目していただきたいで
す。

「現在、道志みち目的でくる
方が多いので、将来的には、道
志村の飲食店目的に道志村に来
てほしい」と語ってくださいま
した。
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自家製すりだね
相性抜群！

味はもちろん！
見た目も鮮やか！！

食欲がそそられます！！！



Ｂエリアマップ

道志村の中心部から東側のエリア
Bエリアの見所は自然の中を流れる

「雄滝・雌滝」！
水源の森キャンプ・ランドでは、
様々なキャンプやボルダリングが

楽しめます。 ④
③

①
②

Bエリアの飲食店

①お山のリトリート うずまの（p.13）

②そばカフェ 季のまま（p.14）

③MATOBA茶屋（p.15）

④レストハウス 貴純 (p.16）

⑤HoRoHoRo （p.17）

・

道志村観光協会

・

道志村役場

・
雄滝・雌滝

・

水源の森キャンプ・ランド

⑤

レストハウス貴純

そばカフェ季のまま

HoRoHoRo

MATOBA茶屋
お山のリトリート

うずまの

12

R413

至神奈川県→



B-1 お山のリトリート うずまの

📞080-7021-5271
🏠道志村小椿3964

Google検索「お山のリトリート うずまの」

⏰電話・メール・ネット予約の際に要確認
💻https://www.uzumano.com/

💴ファスティングリトリート11,000円～

養生リトリート 13,200円～
ママ＆ベビーのリトリート13,200円～

（＋子供料金） 13

「お山のリトリート うずま
の」は、健康道場を主体として
助産院・鍼灸院・整体院も行っ
ています。健康道場の内容は、
ファスティング（半断食）・産
後のケア・体質改善目的の養生
の3つをされています。代表の手
島さんは産後ケアを都会のお母
さんにとって遠くない田舎でや
りたいと考えていたそうです。
その中で、道志村を見つけ、現
在は道志村と東京の二拠点居住
をされています。健康には綺麗
な水が欠かせないことや、クレ
ソンは抗がん作用、菊芋は糖尿
病や高血圧の方に効く、といっ
た健康に適した野菜が多くある
こと、道志村の山は優しい気が

あるのが道志村の魅力であり健
康道場に最適と教えてください
ました。二拠点居住については、
道志村と東京の両方の良さを堪
能できることや若者のニーズ等
の勉強にもなると教えてくださ
いました。「今後は、ただの健
康道場ではなく、草木染め等の
田舎ならではのイベントを通し
て、辛くなくファスティング
（健康のために断食や半断食を
すること）ができ、かつ自然に
触れ、生活の智慧をお母さんた
ちだけでなく、若い人たちにも
いっぱい体験してもらいたい」
と語ってくださいました。



とき

B-2 そばカフェ 季のまま

📞090-8872-4531 🏠道志村椿4373-1
090-2161-4069

⏰11:30～14:00（蕎麦の部 ※要予約）
11:30～16:00（カフェの部）
不定期営業→電話でお問い合わせください

💴250円～1,200円 🚙有り（最大4台）

予約必須！！！
蕎麦を楽しめる贅沢なセット！

定年後に何かできることはない
かということで、趣味の延長でそ
ばカフェをご夫婦二人で始められ
ました。道志村には若い頃に釣り
で訪れたことがあり、自然環境の
良さに惹かれたそうです。相模原
出身の店主さんは、現在も相模原
に住みながら道志村には月に8日
ほどの営業のために車で通ってい
ます。

お店は、国道から奥に入った場
所にあり、その先は行き止まりで

周りは自然に囲まれています。店
名の「季（とき）のまま」には、
「お客さんも我々も時間の許す限
りのんびり過ごせるように」とい
う意味が込められています。

道志村でお店を始めて4年目。
お客さんとの会話を楽しんでいま
す。

今後のお店の目標については、
「楽しみながらやれる場所として
継続していきたい」とのことでし
た。
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B-3 MATOBA茶屋

🏠道志村東和出村6889-2
⏰9:00～17:00
（主に土・日・祝 営業）
💴100円～ 🚙有り
🚲サイクルサポートステーション

店内には手作り雑貨の販売も！

店内飲食！直売所！お弁当注文！
様々な楽しみ方があります！

キッチン担当の西蔭さんは、8
年ほど前から道志村と東京の2拠
点生活を始められました。別荘を
持つ知り合いの方の影響を受け、
田舎暮らしに対して憧れを持つよ
うになったそうです。

しばらくは東京と道志村を行き
来されていましたが、4年前に道
志村に移住をしました。田舎なら
ではの静けさが道志村の好きなと
ころと伝えてくださいました。

道志村は長い地形で、遠くの地
域同士での交流が希薄なため、こ

のスペースが村民や移住者、お年
寄りや若者など誰もが気楽に交流
できる場になればとの願いでいる
そうです。2021年の11月にはフ
リーマーケットを開催したり、
2022年度からお店で着物リメイ
ク小物の再販をする予定があった
りなど、少しずつにぎやかになっ
てきているそうです。

「ここでの活動は村活性化の一
助になればとの思いで取り組んで
いる」とのことでした。

15

お弁当注文はここから！



きすみ

B-4 レストハウス 貴純

📞0554-56-7447 🏠道志村西和出村7171ー３

⏰11:00～20:00（季節によって変動する可能性有り）

💴1,000円～ 🚙有り（自転車専用有り）

🚲サイクルサポートステーション

＊ガーデン席ペット可

＊元こつ揚げ、元こつ弁当テイクアウト可（要予約）

店主の橋元さんは浅草でお店
を経営されていましたが、富士
五湖周辺でお店をやりたいと
ネットで調べられていたときに、
道志村を見つけられたそうです。
道志村には何回か訪れたことが
あるそうですが、キャンプ場が
多いことを知っていた程度だっ
たとのことです。

道志村は、四季や季節の変わ
り目になると川の下流から景色
が変わり印象的だとおっしゃっ
ていました。また、山梨県の
様々な温泉に行けること、東京
から近いことも道志村のいいと
ころと教えてくださいました。

これらの環境の良さが今まで道
志村でお店を続けることができ
た理由だそうです。

「レストハウス貴純」の一番
人気メニューである「元こつカ
レー」は、こぶしサイズのから
揚げとカレーがマッチしており
一品の量が多いと感じますが、
ぺろりと食べられます！

現在は観光客が多く、リピー
ターも多いそうです。道志みち
には信号が少なく、お店の前を
通り過ぎてしまうことのないよ
う、「訪れる際は注意してくだ
さいね」とのことでした。
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ぺろりと
食べちゃいました！

こぶしと同じ大きさ！？
ボリューム満点！！！



B-5 HoRoHoRo

📞0554-52ｰ2781 🏠道志村谷相7383-2
⏰11:30～14:00、18:00～21:00（火曜定休）
💴1,500円～ 🚙有り（25台）
🚲サイクルサポートステーション

店主さんおすすめの
肉厚でボリューム感
十分の牛タン定食

（付け合わせは写真と異なります）

「HoRoHoRo」は、ログハウス
風の外観が特徴のお店です。木
材を多く使った建物からは温か
みを感じることができます。

なるべく田舎に溶け込むこと
をコンセプトに、店内で使用さ
れている木材は店主さんご自身
が所有する山の木を使用してい
ます。キッチン雑貨やキャンプ
用品の販売も行っており、外に
あるテーブルは、秋まで解放さ
れ、犬などのペットを連れたお
客さんでも食事を楽しむことが
できます。

お料理には季節の変わり目に
道志村の地野菜や、近くで取れ

た山菜を使用しているそうです。
オムライスや牛タンなど和洋食
の料理をいただくことができま
す。

26年前に店主さんが道志村出
身の奥様と結婚されお店を始め
たそうです。以来、ご夫婦でこ
のお店を切り盛りされてきたと
のことです。道志村の時間が
ゆっくりと感じられ、のんびり
としているところが好きだと話
してくださいました。「今後も
26年間続けたこのお店をずっと
続けていきたい」と店主さんは
話してくださいました。
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Cエリアの飲食店

① Doshi Cafe (p.19)

② 道の駅 どうし(p.20)

③ きく家(p.21)

都留方面の県道24号と

道志みちが分岐するエリア

畑が道志みちの付近に広がり

道志川が道志みちの

すぐそばを流れるところも！
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C-1 Doshi Cafe

📞0554‐56‐9322 🏠道志村宇神地向9311-1
⏰8:00〜16:00
💴200円～ 🚙有り（自転車専用有り）
🚲サイクルサポートステーション

「Doshi Cafe」は東京の食肉
加工会社が経営するお店です。食
肉加工会社の社長さんは以前から
よく道志みちにドライブに来てお
り、「ここでカフェを経営したら
面白いのではないか」と考え、
「Doshi Cafe」を始めました。

店長さんの道志村の好きなと
ころは、人口が少ないからこそ、
すぐに村民の方々と仲良くなれる
ところだと教えてくださいました。
人とのふれあい、困ったときの助
け合いなど、道志村には都会とは
違う「温かさ」があると店長さん
は感じています。

お店の目標は、「Doshi Cafe
があるから道志村へ行こう」とい
うような、村に来る目的になるこ
と。道志一有名になることを目指
しています！

道志村はライダーさんが訪れる
村なので、閑散としてしまう冬も
盛り上げられると、もっと良い村
になると思う、と店長さんは考え
ています。

また「店内でお肉やキャンプ用
品を売っているように、道志村内
のお店とキャンプ場などの施設が
もっと連携すると面白いのではな
いか」と話していました。

ジューシーで大きな
お肉が入っています！
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C-2 道の駅 どうし

クレソンがアクセント！！！
具材ゴロゴロカレー

📞0554-52-1811 🏠道志村下中山9945
⏰9:00～17:30（キッチンの営業時間）

ラストオーダー17:00
💴500円～ 🚙有り（100台）
🚲サイクルサポートステーション

道志村の観光拠点となる「道の
駅どうし」。休日には多くのバイ
クライダーで賑わいます。売店
コーナーではキャンプ用品やお土
産、地元で取れた野菜を販売して
います。売店の横に併設されてい
るレストラン「手づくりキッチ
ン」では、道志村の食材を使った
料理を食べることができます。片
手で簡単に食べられるものや、具
だくさんのポトフが人気です。

道志村と言えばクレソンの出荷
量日本一として有名です。道の駅
でも写真のようにすべての料理に

クレソンが彩りとして使われてい
ます。クレソンを使用したジュー
スも人気です。

道の駅支配人の柏村さんは、
「道志村の良さを発信する大切な
役目を基に、今後も富士五湖エリ
アを訪れる観光客に向けてアピー
ルするなど、道志村活性化の一翼
を担っていきたい」と語っていま
す。さらに、「農産物直売所とい
う一面を兼ねているので地元の農
家さんとの協力も引き続き行って
いきたい」と意気込んでいます。
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C-3 きく家

📞070-1308-6792 🏠道志村中神地9683
⏰11:00～15:00（ランチ）

16:00～20:00（ディナー）
💴500円～ 🚙有り

2022年夏から新店舗でリニューアルオープン予定！
これまでのカツ丼に加え、ディナーでの新メニューの担々麵
やテラス席でのバーベキュー（要予約）を楽しめます！
※左記のお店基本情報は新店舗のものとなっています。

もともと都内で飲食店を
経営していた店主さんは、
60歳になったら田舎暮らし
をしようと考えていたそう
です。

店主さんは、道志村に移
住を決め、わらじカツ丼を
始めました。お店の内装は
自ら手掛けました。

わらじカツ丼に決めたの
は、早くて美味しくて安い
という理由からです。一人

で作るということを考える
と、味の面でも確実で、人
を待たせることなく提供で
きるのがわらじカツ丼でし
た。

道志村に来てみて一番良
かったことは、水と人柄と
話されていました。そんな
道 志 村 で み ん な で 楽 し く
やっていきたいというのが
今後の目標だと伝えてくだ
さいました。

とにかく大きい！
そして美味しいカツ丼！

ボリューム満点！
大満足でした！
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Dエリアマップ
道志村の西側のエリア

国道413号（道志みち）をそのまま

西側へ進むと、山中湖村に到着します。

R413どうし道志レジャーランドでは

バギーやバイクの乗車が体験できます！

Dエリアの飲食店

①おばぁの台所（p.23）

②THE TEPPAN 静庵（p.24）

ぜひ立ち寄ってみてね！

22至山中湖

②・

R413どうし
道志レジャーランド

R413

①

おばぁの台所

THE TEPPAN 静庵

どこに行こうかな…?



D-1 おばぁの台所

📞0554‐20‐4606 🏠道志村板橋11260
⏰９:30〜15:00（コロナの影響で当面は不定休）
💴700円～ 🚙有り（自動車6台、バイク6台）
🚲サイクルサポートステーション

ハンバーグはふわふわで柔ら
かく、ボリューミー！

店主さんご一家は５年前、道志
村でお店をする予定ではなく、村
内で暮らすことを目的に神奈川県
から道志村へ移住されました。移
住するまで神奈川県に住んでいた
ので、時間の使い方や環境の変化
に最初は苦労したそうです。

道志村には都市部と違い、自然
をはじめとした「人の力で作られ
ていないもの」が普通に存在する
ことが良いところだと話してくれ
ました。

そのような環境の中で、村内の

方や村に訪れる方にちょっと寄っ
てもらえるところがあったら良い
と考え、お店を始めました。富士
五湖方面へ向かうお客様に「寄っ
てよかった」と思われるお店を目
指しています。

「道志村の今後については、若
者が住みやすい村になると良い」
と話していました。たくさんの人
に道志村の好さが伝わってほしい
と店主さんは願っています。
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じょうあん

D-2 THE TEPPAN 静庵

美味しいお肉を気軽に、
リーズナブルに食べられる！

鉄板
特選ステーキ丼ぶた玉

📞0554‐56‐8964 🏠道志村村長又12603-5
⏰11:00〜14:30（土・日・祝 営業）
1～2月はお休み ※事前予約はお一人でも営業
💴1,000円～ 🚙有り（3台、自転車可）
🚲サイクルサポートステーション 24

ご主人は大阪生まれで国内を点々
とし、最後は東京から移住されまし
た。熱海や山中湖などの場所を見て
きましたが、富士山に近いことと道
志川の自然環境が決め手となり、道
志村でお店を経営しています。道志
村に定住して５年目になるそうです。

道志村の好きなところは空気がき
れいで夏は涼しいという点。自然環
境は特にお気に入りです。しかし冬
の寒さは仕事をする上で苦労してい
る点だそうです。

「静庵」では、ホテルの高層階で
出るような料理を気軽に、リーズナ
ブルに食べられます。現状は東京や
神奈川方面から来てくれるお得意様
が多いので、山梨県内や道志村内の
お客様にも来てもらえるようなお店
にしたい、とのことでした。

そして何よりも、お客様に「おい
しい」と言ってもらえることが一番
の励みになるとのことです！



「シンカ」には「進化」「深化」
「親化」…と様々な意味があります。
私たちは、道志村の魅力を様々な方法
を利用して「シンカ」させていきたい
と考えています。

そして、道志村が住む人から愛され、
外の地域に住む人が魅力を感じる村。
加えて、住む場所を問わずに協力し、
情報発信や地域への愛を行う動きが活
発であり、その地域のファンやサポー
ターが充実している状態を目指して
日々活動に取り組んでいます！ 25

こんにちは、道志村ぼ。です！

「道志村ぼ。」とは…？？
2019年都留文科大学地域社会学科 鈴木健大

ゼミのメンバー11人で結成。鈴木健大准教授
と共に山梨県南都留郡道志村の地域活性化を
目指し活動開始。

2021年から新たに11名が2期生として、先
輩方の活動を引継ぎ、現在活動中!!! 「道志村シンカ論」を通して

田舎の頂上を目指します！こんなことをやっています！！

ミーティング イベント参加
＆交流会

フィールドワーク

ヒアリング調査学習支援動画制作



-編集後記-

取材を通し、道志村の素
敵な飲食店や店主さんの
思いについて知ることが
できました。このブック
を手にとってくださった
方にも道志村の魅力が伝
われば幸いです。

（えり）

道志村の活性化に携わら
せていただく中でふうど
ブック作成から新たな学
びを発見できました。村
の魅力が溢れる冊子を多
くの方にご高覧いただけ
れば幸いです。

（さとや）

お読みいただき、ありが
とうございました。ぜひ
魅力的な店主さんを訪ね
て、いつもと違う道を行
かれ、いつもと違う村の
風景、いつもと違う味を
お楽しみください。

（鈴木先生）

取材では道志村の皆さん
の温かさに触れることが
できました。皆さんが美
味しい料理を食べリフ
レッシュして素敵な旅に
なれば幸いです。

(こっしー)

個性豊かな飲食店の数々
をいつもとは違う気分転
換も兼ねて訪れてみては
いかがでしょうか？こだ
わり詰まったお店とこの
マップ、是非味わい尽く
してみてください！

(ももか)

今回の取材を通して、道
志村の方々の温かさを改
めて実感することができ
ました！
このブックを通じて多く
の方に道志村の良さが伝
わることを願っています。

（うーな）

取材を通して、道志村と
飲食店の新たな魅力を発
見することができました。
多くの方に、道志村の魅
力を知っていただける
ブックになれば幸いです。

(まーちゃん)

このブックを通じてたく
さんの温かい料理とたく
さんの温かい人々に出会
う事が出来ました。道志
村を訪れた皆さんにも是
非たくさんの温かみに触
れてほしいです。

（あす）

今回のふうどブックを通
じて道志村が改めてとて
も温かく魅力に溢れた村
であることがわかりまし
た！皆さんも是非一度い
らしてください！

（さとうくん）

取材を通して、道志村の
新たな魅力に触れること
ができました。皆さまに
とって、ふうどブックが
新たな道志村の魅力を楽
しむきっかけになると嬉
しいです。

（ゆう）

今回の取材で、改めて道
志村は、沢山の魅力に満
ち溢れていることが、わ
かりました。この村の魅
力が、ブックを通して、
多くの人に伝わることを
願っています。

（りんちゃん）

このブックから道志村の魅
力が伝わったのではないで
しょうか。ぜひ道志村を訪
れ、村の魅力を肌で感じて
いただきたいです。

(しんちゃん）
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