
ぼくらの森には、電気がない。⽔道もない。ガスもない。�
だから⽇が暮れる前に薪を作って、⽔をくんで、めいっぱい遊ぶ。�

「アタリマエ」のことがアタリマエじゃない森で暮らすから、毎⽇が⼤発⾒なんだ。�
みんなで⼒を合わせないといけないから、⼤変さも楽しさも⼀⽣モノになる。�

【B】8/１（⽕）〜 10（⽊）9泊10⽇『秘密基地づくりサバイバー』⼩5以上〜�校⽣�

【D】8/11（⾦）〜 14（⽉）3泊4⽇『みんなでツリーハウスづくり』ファミリー�
                ※２泊からの参加受付                   ※⼤⼈だけの参加も可能�

【A】8/１（⽕）〜６（⽇）5泊6⽇『スケッチブックいっぱいの思い出』⼩3〜6年⽣�

【C】8/7（⽉）〜 10（⽊）3泊4⽇『北アルプスどうぶつ探検キャンプ』⼩学校低学年〜中学⽣�

さぁ、����のチャ�ン��で��ない⾃���い�い�う��

¥  裏表紙の参加にあたっての注意事項を必ずお読みください。�
¥  ご相談事があれば些細な事でも代表までお電話ください。�

発着地	

新宿｜長野｜現地	

主催・開催地：千年の森⾃然学校「森のくらしの郷」内�

住所：⻑野県⼤町市平2115  Tel: 090-9660-2350（代表トモシゲ） �



¥ ベースキャンプ地には、⼤
型ログハウスが３棟、⼩屋
が２棟あり、各プログラム
の参加者はここを拠点に
炊事・軽作業・宿泊します。�

¥ 「もりくら」には、電気・
ガス・⽔道が敷設されてい
ないので、参加者はまず薪
割り・⽔汲み・⽕起こしを
マスターします。これらは
ライフラインを守る⼤切な
仕事なので⼒を合わせて作
業します。�

¥ 「千年の森⾃然学校」は⿊部ダムへの⽞関⼝である⻑野県⼤
町市の「森のくらしの郷（もりくら）」というフィールドの
中にあります。�
¥ この森の持ち主、武蔵林業者の市川さんは⾔いました。「そ
のことがこどもの⽬を拓くことに繋がるなら、⼭⼀番の⼤樹
を切り倒せばいい。」それが私とこの森との出会いでした。
私は「この⼿付かずの⾃然と向き合いながら森と⼈・⼈と⼈
の関係を体で学べる学校を作りたい」という思いを抱き、
1999年にこの地に学校を設⽴いたしました。�
¥ ⾃然のリズムの中でシンプルに暮らし、「◯◯をしてはダ
メ」というような“制約のない遊び”を体験することで、こども
達は本来持っている「⽣きる⼒」を取り戻していきます。そ
の様⼦は、何度、⽬のあたりにしても胸を打たれます。�

�達の�������に��る�え��
¥  各キャンプとも、⾃然知識、野外活動における安全管理はもちろん、
こどもの⼼理や⽣活にも知⾒を持つスタッフを採⽤しています。ボ
ランティアとして参加している学⽣スタッフは野外活動のプロを⽬
指している若者ですが、7⽇間以上の座学と実技の厳しい訓練を受け、
⾼い志を持った学⽣だけもスタッフとしての⾨⼾を開いています。�

¥  いざという時の医療施設への緊急搬送、病院への連携など医療体制
には万全を期していますが、⾃然という存在を相⼿に活動をする以
上、100％無害で安全安⼼とはならない活動であることをご理解く
ださい。擦り傷切り傷など⼩さなケガを経験したこどもは「危険と
はなにか」を学ぶため、⼤きなケガをしにくくなります。�
¥  ⼿付かずの⾃然が国内でも屈指の⾃由度の⾼い⾃然体験の提供を可
能にしていますが、豊かな⾃然は同時にマムシやツキノワグマ・ス
ズメバチなどの危険種も⽣息も意味します。開校式では必ず危険回
避法、万⼀の場合の対処法などについて学ぶ講座を実施しています。�

もりくらで出会える動物達�
【哺乳類��
ニホンカモシカ、ニホンザル、ニホンリスなど�
【⿃類��
タカ類、キツツキ類、�タキ類など�
【両⽣・爬⾍類��
ヤマアカガエル、ア�ダイシ�ウなど�

¥  新潟県との県境にほど近い⻑野県北部の⼤町市にある「森のくらしの郷（もりくら）」は、約30棟のツ
リーハウスと約300ヘクタール（東京ドーム約60個分）の⼭々を有するフィールドです。�

¥  もりくらには電気・ガス・⽔道がありません。薪を作り、⽔を汲み、⽇の出とともに起床する⽣活を通じ、
「⽣きるために本当に必要なこととはなんだろう？」ということについて考えます。�

¥  敷地内には槍ヶ岳を⽔源とする⾼瀬川が流れ、特別天然記念物のニホンカモシカをはじめ、多様な野⽣⽣物
が豊富に⽣息・⽣育しているため、毎⽇の活動を通じて様々な季節の移ろいや同じ森に⽣きる野⽣動物たち
の気配を感じることができます。�

千年の森⾃然学校 こども⾃然憲章�
�
1.  こども達は⾃然の中で⾃由に遊ぶ権利

を持っている。�

2.  こども達は⾃らの「遊び」に⾃らの責
任で⽴ち向かうチャンスを与えられな
ければならない。�

3.  その「遊び」とはモノを作り、命を
知り、あらゆる出来事に全⼒で⽴ち向
かっていくことである。�

4.  全てのスタッフはそういったこども達
の体験を深めるためにのみ存在する。�

��ウ�タキ� ニホンリス�

ニホンカモシカ� アズマ�キガエル�

代表 朝重 孝治�
1961年滋賀県⽣まれ。�
海外の秘境・登⼭旅⾏のツアーガイ
ドを経て「森のくらしの郷」と出会
い1999年に⻑野県⼤町市に移住。�
2001年「千年の森⾃然学校」を設
⽴し主宰としてこどもキャンプを⻑
年企画運営。�
専⾨学校や⼤学での実習⽣を受け⼊
れ、後進の育成にも⼒を注いでいる。�

「森のくらしの郷（もりくら）」と��

「千年の森⾃然学校」と��



⽇ 時�� プログラム�

１
⽇
⽬

13:00� 集合(昼⾷後��
・開校式〜森の⽣活について学ぼう〜�
 ①森について知ろう�
 （⾃⼰紹介・森に住む動物・危険回避法）�
 ②⽣活講座�
 （⽔汲み、薪割り、ランタンつけ）�
・森の��と⼀�に森�き�

２〜

５
⽇
⽬�

6:00�
10:30�
�
�
�
15:00�
�
�
�
18:00�
21:00�

¥  朝の作業（⽔汲み・⽕起こし）〜朝⾷�
¥  ⽇中は、たっぷり野外活動だ。�

⽔辺や森に⿂や⾍など⽣き物を�
求めて遊びに出ます。�
⾷ったり飼ったりもするぞー！ �

¥  キャンプ地へ帰投�
捕獲した獲物は先⽣から名前や�
⽣態を教わり、飼ったり美味しく�
⾷べたりする⽅法も考えるので、�
⾃由研究などの題材探しにも�
ぴったりです。�

¥  ⼣⾷・⾵呂・着替えなど�
最後の夜はパーティと花⽕を楽しもう�

¥  ���

６
⽇
⽬

6:00�
�
11:00�

¥  朝の作業（⽔汲み・⽕起こし）〜朝⾷�
¥  ⾝の回りの整理整頓・掃除・⽚付け�
¥  閉校式〜キャンプのふりかえり〜�
¥  解散�

■⽇ 程：８⽉１⽇〜６⽇（５泊６⽇）�
       後続のプログラムに連続参加も���

■対 象：⼩学校３〜６年⽣�
■参加費：48,000円�
■発着地 往復それぞれ以下よりお選びください。�
     新宿および⻑野の場合、集合地から現�
     地までの費⽤が別途追加となります。�
 ┏ Ａ）バスタ新宿 07:30（⽚道8,000円増）�
⾏き Ｂ）⻑野駅東⼝ 10:00（⽚道2,500円増）�
 ┃ Ｃ）信濃⼤町駅 12:45 �
 ┗ Ｄ）現地 13:00�
 ┏ Ａ）バスタ新宿 20:00（⽚道8,000円増）�
帰り Ｂ）⻑野駅東⼝ 14:15（⽚道2,500円増）�
 ┃ Ｃ）信濃⼤町駅 12:45�
 ┗ Ｄ）現地 11:00�

私の少年時代の夏休みを再現？ by 代�：朝��
私が４年⽣の頃、⽇の出を待って布団を⾶び出し、
⾃転⾞で⼭や川を⼀⽇中⾛り回ったものだ。�
網で「ガサガサ」、ワナを仕掛け、竿で釣る。捕
れた⿂やエビはその場で焚き⽕で⾷べる。当然
持って帰って家で飼う。また、ある時は⼭に⼊り、
カブトやクワガタを探し回り、上級⽣と縄張り争
いになって喧嘩もする。それが私の夏休みだ。�
やろうと⾔う⼦には⾃由研究もやらせるが、ひた
すら⽣き物に向かうことに熱中させたい。キャン
プが終わる頃には、キラキラ輝く思い出でスケッ
チブックがいっぱいになる。�
�

【A】スケッチブック�
   �っ��の����

ガサガサ隊＋何でも⽣き物にハマる夏休み�

８/１(⽕)〜６(⽇) ��６⽇ �

難易度：★★�
新宿駅・⻑野駅か

らの��プランあり�

※当⽇の天候状況などにより、危険回避のためプログラム変更を余儀なく�
 されるケースも�ります�



���の��を���������の�キ������！�

８/１(⽕)〜10(⽊) ９泊10⽇�
難易度：★★★�

新宿駅・⻑野駅か
らの�乗プランあり�

千年の森⾃然学校 歴代OBが⽴ち向かった「最強キャンプ」�
���の��を���������の�キ������！�

■⽇程：8⽉１⽇〜10⽇（9泊10⽇）�
 後続のプログラムに連続参加可能�

■対�：⼩学校�学年�⾼校⽣�
■参加資格：右記参照�
■参加費 68,000円�
■発着地 往復それぞれ以下よりお選びください。�
     新宿および⻑野の場合、集合地から現�
     地までの費⽤が別途追加となります。�
 ┏ Ａ）バスタ新宿 07:30（⽚道8,000円増）�
⾏き Ｂ）⻑野駅東⼝ 10:00（⽚道2,500円増）�
 ┃ Ｃ）信濃⼤町駅 12:45 �
 ┗ Ｄ）現地 13:00�
 ┏ Ａ）バスタ新宿 20:00（⽚道8,000円増）�
帰り Ｂ）⻑野駅東⼝ 14:15（⽚道2,500円増）�
 ┃ Ｃ）信濃⼤町駅 12:45�
 ┗ Ｄ）現地 11:00�

参加者であるこどもたちが「⾃らの⾏動をデザ
インしていく」⾼学年以上限定の名物キャンプ
です。こどもたちだけで課題を発⾒し、話し合
いを通じて⾃⼰決定していくプロセスを尊重す
るため、スタッフはサポートに徹します。�

⾃分たちで決めたことを協⼒しながら⾃らの⼿
で実現していくことを通じて「発⾔や⾏動に対
する責任」「チームビルディング」を学びます。

このキャンプを乗り越え「バイバー」と呼ばれ
るようになったとき、キミは「今まで知らな
かった⾃分」と出会っているでしょう。�

�
�
�
�
�
�
�
�
キャンプの序盤では森で⽣きるための基本技術をおさら
いしながら、薪集め、⽔汲み、刃物や道具の使い⽅など、
野外活動における基本的な動作や知識を習得しよう。
キャンプの後半に、森の達⼈から与えられるミッション
はただひとつ。�
�

森の中に皆の役に⽴つ建造物を作れ！�
�
みんなの役に⽴つものであれば、橋でも⼩屋でも遊び場
でもよし。ただし、材料はもりくら内の⽊を伐採し、運
搬し、⽪を剥いて使うこと。去年のチームは、倒⽊や落
⽯で危険箇所が発⽣していた⼭神様への参道整備（橋を
架けたり、休憩所の築造）を⾏ったことで、森を訪れる
全ての⼈から感謝されている。そして後半の醍醐味は、
⾷事計画も含め⾃分たちで計画＆準備＆実⾏するところ
にある。建造物を作りつつ「チーム」も作り上げていく
ことに挑んで欲しい。�

このキャンプへの参加資格は以下の４つ。�
1.  ��の��に�を����
2.  ��の��を�ッキ����
3.  森と⼈の役⽴つことを考える�
4.  �らの��を�����る�

森の達⼈からのメッセージ�



  ⾃然を相⼿に⼤冒険だ！斜⾯をよじ登り、川を探
検し、全⾝を使って遊び・感じます。「川遊び＆滝
上り」「ワイルドクッキング」「動物の⾜跡探し」
など楽しい遊びがいっぱい！毎年共通メニューもあ
るけど、２回⽬以上の⼦は、学年ごとに内容が進化
していくので、やっぱり驚くとおもうよ。�

こどもだけで参加する最⼤の冒険！�

８/７(⽉)〜10(⽊) �泊�⽇�

難易度★�
新宿駅・⻑野駅からの�

添乗プランあり�

⽇ 時間� プログラム�

１
⽇
⽬

13:00�
�
�
�
�
18:00�

集合(昼⾷後��
・開校式〜森の⽣活について学ぼう〜�
 ①森について知ろう（⾃⼰紹介・森に住む動物・危険回避法）�
 ②⽣活講座（⽔汲み、薪割り、ランタンつけ）�
・森の達⼈と⼀緒に森歩き�
・�⾷・明⽇の探検のための作戦���

２
⽇
⽬

6:00�
���
�
�
�
���

¥  朝の作業（⽔汲み・⽕起こし）〜朝⾷�
¥  森の達⼈から渡される秘密地図とミッションカードの使い

⽅を学ぼう。ミッションのクリアの仕⽅をみんなで考えて。�
¥  班ごとに森を探検し、宿泊するワンナイトハイクの準備�

①⾃分達で計画して必要なツールをそろえる。�
②地図を⾒ながら作戦を⽴てる。�
③キャンプ地を決め、予定を達⼈に報告する。�
※付き添いの⼤⼈はあまり教えてくれないんだ。�

¥  ルールはシンプル。誰も⾒捨てない。５時にはテントを張
り暗くなる前に⾷事を終える。朝は明るくなったら⾏動開
始し、翌朝11時までには「⼤岩」に集合する。�

¥  班ごとに�⾷・森の中に張ったテントで���

３
⽇
⽬

11:00�
�
�
�
�
���
�
�
18:00�

¥  各キャンプ地で朝⾷をとり、約束の11時に⼤岩に集合。�
¥  ここで最後の試練が始まる。①10メートルの⼤岩に仲間

と⼒を合わせてクライミング！②三段の滝をシャワークラ
イミング。③近くにはカエルが集まる場所があるぞ。みん
な⾒つけられるかな？�

¥  ランチは川でダイナミックな流しそうめんとスイカ割り！�
¥  ベースキャンプに戻り、達⼈に探検の報告をしよう。�
¥  温泉⼊浴、最終�は野��理と楽しい�⽕�ーテ�ー！�

４
⽇
⽬

6:00�
�
�
�
�
�
�
11:00�

¥  朝の作業（⽔汲み・⽕起こし）〜朝⾷�
¥  ⾝の回りの整理整頓・掃除・⽚付け�
¥  閉校式〜キャンプのふりかえり〜滞在中、⾃分が気に⼊っ

た場所で静かな振り返りの時間。⾃分が思ったこと、感じ
たことを⼿紙にし、森に贈ろう。�

¥  キャンプリーダーからの⼀⾔：厳しい試練を乗り越え、⽴
派な森の⺠になれたかな？�

¥  ��（昼⾷は付きませんのでご⾃⾝でご⽤�ください）�

■⽇程：8⽉7⽇〜10⽇（3泊4⽇）�
■対 象 ⼩学校低学年〜中学⽣�
■参加費 ⼩学校２年⽣以下40,000円�
     ⼩学校３年⽣以上30,000円�
■発着地 往復それぞれ以下よりお選びください。�
     新宿および⻑野の場合、集合地から現�
     地までの費⽤が別途追加となります。�
 ┏ Ａ）バスタ新宿 07:30（⽚道8,000円増）�
⾏き Ｂ）⻑野駅東⼝ 10:00（⽚道2,500円増）�
 ┗ Ｃ）信濃⼤町駅 12:45 Ｄ）現地 13:00�
 ┏ Ａ）バスタ新宿 20:00（⽚道8,000円増）�
帰り Ｂ）⻑野駅東⼝ 14:15（⽚道2,500円増）�
 ┗ Ｃ）信濃⼤町駅 12:45 D）現地 11:00� ※当⽇の天候状況などにより、危険回避のためプログラム変更を余儀なく�

 される�ースも�ります�

森の達人からの指令 

「森と人の絆を求めて探検」 
　 森を愛する私が見つけた素晴らしい景色や滝や大岩、
巨木やカモシカや、木登りや、食べれる草や役に立つツ
ルなどなど森の宝物を求めて地図を持って仲間（班）と出
かけて欲しい。　学年別班編成なので、学年ごとに内容が
進化するので、前に参加した子も楽しみにしてね。 



■⽇程：８⽉11⽇〜14⽇（３泊４⽇）�

■対象：ファミリー・⼤⼈だけの参加も可能�
■基本料⾦：２泊20,000円�
 ご家族２⼈⽬から＋15,000円�
 ３泊⽬から１⼈１泊5,000円追加�
 （こどもも同額、3才以下無料)�
■集合・解散�
往路復路を選択してください�
 A：信濃⼤町駅�
  12:30集合 / 14:30解散�
 B：現地�
  13:00集合�
¥  宿泊は、原則、男⼥別相部屋、⼦ども部屋。家族など

の個室（別⼩屋やツリーハウス）をご希望の⽅は、１
泊5,000円の追加になります。�

¥  テント・シュラフなど、キャンプ道具⼀式ご持参の場
合は10,000円引き。宿泊⽇数により⾦額が異なります
のでお問い合わせください。�

¥  参加費に含まれるもの：⾷費・宿泊費・指導費・ツ
リーハウス資材費・道具使⽤費・保険料・（⾵呂代・
酒代・最終⽇の昼⾷は含まれておりません。）�

¥  お⾵呂は⼤町温泉郷をご案内します。乗り合いにご協
⼒ください。�

⽇ �間� プログラム�

１
⽇
⽬�

13:00�
�
�
�
�
�

1�:00�

集合(昼⾷後��
・開校式〜森の⽣活について学ぼう〜�
 ①森について知ろう�
  （⾃⼰紹介・森に住む動物・危険回避法）�
 ②⽣活講座�
  （⽔汲み、薪割り、ランタンつけ）�
 ③⼯具の使い⽅講座�
 ④ツリーハウス作り作戦会議�
・⼤家族のようにわいわい�⾷�

２
・
３
⽇
⽬�

A��
�
�
�
�
�
�

15:00�
��

¥  いよいよ着⼯！�
材⽊を切ったり⼨法を測ったり。�
⼤⼈もこどもも⾃分の出来ることを探しながら作業
しよう。�

¥  ⼩さい⼦達は、作業に飽きたらスタッフと⼭を探検
したり川遊びしたり…�

¥  フリータイム�
のんびり川や⼭を散策したり、温泉へ⾏ったり、涼
しい森を��しよう！�

¥  最終⽇は完成披露パーティ！こども達には肝試しや
��で�しもう！�

４
⽇
⽬�

A��
�
�

13:00�
�

¥  ツリーハウスを作った証である「ネームプレート」
を打ち付けて完成！プレートはツリーハウスと共に
いつまでも残り続けます。�

¥  閉校式�
⼒を合わせて頑張ったメンバーをたたえ合おう！�

難易度：★★�
信濃⼤町駅または

現地集合・解散のみ�

８/11(⾦)〜14(⽉) ２泊からの参加可��

【D】�����リー�������

このキャンプもいつも間にか10年以上も
続き、私たちの森のかけがえの無いイベ
ントとなりました。去年は⼼機⼀転、ま
さに電気もガスも⽔道も⼩屋もない出会
いの広場へ移動して、新しい村づくりを
⾏いました。今年は、この新しい村を完
成させたいと思います。�

今年こそは、⼦供もから⼤⼈までガチで
ツリーハウスづくりを⾏います。ボンギ
さんのアートツリーハウスの上に、⼤き
なツリーハウスを作ります。広葉樹や紐
を使った⼦供たちにも参加しやすい作品
です。�

※当⽇の天候状況などにより、危険回避のためプログラム変更を余儀なく�
 される�ースも�ります�



夏季キャンプでは⾼い経験を持ち訓練を積んだスタッフを配置し、⼤きなケガや重篤な事故がないように最善をつくしており
ますが、野外を舞台として刃物・⽕気を使って⽣活をする以上、多少の切り傷・⽕傷・⾍刺されなどを100％防ぐことはでき
ません。また当施設に医療資格を持つスタッフはおりませんので、⼤町総合病院など24時間救急外来のある外部医療施設との
連携体制をとっております。�
¥  ⽪膚の弱い⽅：暑さ対策として川などでの⽔浴びは適宜⾏いますが、天候などによって⼊浴は２⽇に１回になることもあり

ます。また⾍除け剤・⾍刺され薬の⽤意はありますが、ヤブ蚊・ブヨなどによる⾍刺されも多くみられます。�
¥  喘息・アレルギー疾患をお持ちの⽅：焚き⽕の煙や⼩屋内のホコリ、急激な気温の低下、環境変化による⼼理的ストレスな

ど普段の⽣活より発作は出やすい傾向になります。医療スタッフは配置していないため、発作が出た際にご⾃⾝で吸⼊器や
エピペンを使うなどの⾃⼰対応ができる⽅以外はお断りしております。また、アレルゲン除去⾷には対応しておりません。�

¥  ADHD・発達障害などをお持ちの⽅：⼤きな環境変化を伴うため、お勧めしておりません。�
※いずれも程度によります。特別な対応が必要な場合はお申し込みの前に直接お電話にてご相談ください。�
 事前にご相談がなかった場合の特別対応はいたしかねます�

①兄弟割引�
兄弟参加の場合は２⼈⽬から5,000円引き
いたします。夏季キャンプに限り、兄弟の参加するキャ
ンプが異なっても適⽤可。�
※１⼈１回のみの適⽤ ※親⼦キャンプは除きます�

②リピーター割引�
当会の夏季キャンプに、過去ご参加いただいたことがあ
る⽅、もりくら会員の⽅は10％引きです。�

③所得割引＆保養ステイ割引�
資産と所得による免除制度で最⼤50％までの割引が
受けられます。また、被災者向けの特別枠の⽤意もあり
ます。お電話にてご相談ください。�

※申込書にご記⼊がない場合には、�
 適⽤されませんのでご注意ください。�

お問合せ・お申込み 千年の森⾃然学校 〒３98-0001⻑野県⼤町市平2115-2�
朝重携帯番号：090-9660-2350 ／ FAX. 050-3153-1452�

＜メール＞  info@morikura.com ＜ホームページ＞ http://morikura.com�
⼊⾦先：⻑野銀⾏⼤町⽀店（店番122）普 8440596 センネンノモリシゼンガッコウ�

開催⽇より20⽇前まで� 参加費の20％�

開催⽇より7⽇前まで� 参加費の30％�

開催⽇の前⽇� 参加費の40％�

開催⽇当⽇� 参加費の50％�

開催後のキャンセル�
または無連絡�参加� 参加費の100％�

■お申込み⽅法：�
¥  別紙申込書をお⼦様１名につき１通ご作成の上、Fax、メール、郵送のい

ずれかでお送りください。特に、２ページ⽬の「健康状態等お伺い書」の
送付漏れがないよう、ご注意ください。�

¥  申込受領後、折り返し電話連絡の上、持ち物・集合解散についての詳細ス
ケジュール・参加費のお⽀払い⽅法を記載した参加キットを郵送します。�

■参加費に含まれるもの�
⾷費、宿泊費、⼊浴料、指導料、保険料、活動上の必要ツールに
かかる費⽤。(往復の交通費・最終⽇の昼⾷は含まれておりません）�

■キャンプの連続参加について�
２つ以上のキャンプに連続参加が可能です。中⽇の１泊２⽇は⾷
費・宿泊費を含む滞在費5,000円となります。スタッフと⼀緒に
過ごしますが、原則として常時主催者の管理下にはないことをご
了承ください。２年⽣以下のお⼦さんは保護者の同伴が必須です。�

■加⼊保険：イベント保険（傷害保険・死亡保険、����保険）�
■その他情報： �

申込書・持ち物⼀覧・もりくらへの地図は公式ホームページに掲
載しています。現地の最新情報・キャンプ中のこども達の様⼦は
Facebookページ「森のくらしの郷」にて随時ご紹介しています。�

■キャンセル料 �

申込期限：7⽉14⽇必着�
どうしても間に合わない場合は�

ご連絡ください�

中央道�

特急スー�ーあずさ�
   約４時間�
⾼速バス 新宿〜��線�
   約４時間�

    ⻑野道�
�
道路事情にもよるが約４〜５時間�

安曇野IC�

＊電⾞・⾼速バスをご利⽤の⽅は、JR信濃⼤町駅より現地まで送迎あり�

新
宿�

岡⾕JCT�

⻑
野�

Ｊ
Ｒ
信
濃
⼤
町
駅�

森
の
く
ら
し
の
郷�

特急バス ⻑野⼤町線�
約１時間�

送迎�

【重要】安全対策・特別な対応が必要なお⼦さんについて	

��割引について�

■持ち物など：�
¥  上下セパレートのレインウェア・ヘッドライトは必ずご準備ください。�
¥  ⼩学校２年⽣以上の参加者には、⾝の回り品も⾃⼰管理させますので、�

荷物の出し⼊れが容易で、⾃分で背負って両⼿が空いた状態で移動ができるザックなどが必須です。�
¥  ⽇々の野外活動で⽳が開いたり泥だらけになるため「捨てても惜しくない⾐服」でご参加ください。�

■お⾞でのアクセス�
カーナビを設定する場合「⼤町エネルギー博物館
（⼤町市平211238）」を⽬印にお越しください。
（無舗装道への⼊⼝に⽊製看板あり）�
■公共交通機関でのアクセス�
¥  最寄駅：ＪＲ⼤⽷線信濃⼤町駅（駅から送迎あり）�
＜電⾞＞新宿駅〜信濃⼤町駅 ⽚道7,130円�
＜⾼速バス＞新宿〜信濃⼤町駅 ⽚道4,200円�
■集合解散時間�
¥  現地集合解散の場合（時間に間に合うよう送迎ください）�
  初⽇…13:00現地集合 最終⽇…11:00現地解散    �
¥  JR信濃⼤町駅集合の場合：12:40改札前集合�

申し込みの�に必ずお�みください�



■お子さんの参加するコースをご記入ください。 （大人は不要。同年度に２回目の参加の場合も不要です。）

※必ずご記入ください

性別 男 ・ 女

生年月日

〒

TEL FAX

キャンプ名：（　　　　　　　　　　　　　　　　）当会の夏キャンプは　　初　　・　　　回目

続　柄 年齢（学年）　　　　　　　　　　　ご職業（学校）など
現地に来る人に○

現地（大町）希望
     ・現地までは何で来ますか？

     　・電車や高速バスの到着時刻→
列車・便名：

長　野　希望 駅／バス停着 時　　　分　　

     ・現地までは誰と来ますか？

新  宿　希望
     ・集合場所まで誰と来ますか？

　　　解散
　　　　　集合時と違う場所や迎えの人が変わる場合はご記入ください。

■集合解散方法が未定ですので、後日、必ず連絡をする。　・集合方法が未定　　・解散方法が未定

■ご家族の方の現地滞在予定　　　有　　・　　無     有の場合、滞在予定日、到着予定時間：

■連絡事項　　その他、複数のキャンプに参加の場合や友人や兄弟の参加のことなど、ありましたらご記入ください。

参　加　の　同　意　書

　上記注意事項および募集パンフレットの内容・主旨・注意事項に同意し、参加を申し込みます。

　また、裏面の持病や投薬中の薬など健康状態に関する申告に間違いありません。

20 　　　　　年　　　　月　　　　日 保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

　※　FAX、またはメール添付で頂いてもOKです！（原本は当日にご持参ください。）

　※この「申込書・同意書」と一緒に裏面の（エクセルデータでは２シート目）の「健康状態等お伺い書」が必要です。

千年の森自然学校

せんねん

　子

こ

ども用

よう

　参加

さんか

申込書

もうしこみしょ

・同意書

どういしょ

電車　　・　高速バス　・　車

❑　キャンプ　　　　　月　　日～キャンプ名「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

❑　キャンプ　　　　　月　　日～キャンプ名「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

有　・　無

写真貼付欄

参加者ご本人の顔がわかるものをお願いします。

FAXでメール添付でお送り頂く場合には、

当日原本持参時に貼り付けてあれば結構です。

氏　　　名

　E-mail

キャンプ経験

連絡先名：

　

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　緊急の場合のみ連絡可　□

ふりがな

自宅住所

自宅TEL・FAX

学校　　　年 年　　月　　日生

連絡先

　E-mail

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　） 予備連絡先　氏名　　　　　　　（続柄　　　　　）

　携帯電話 　携帯電話

家

族

構

成

・キャンプ運営の参考にさせていただくものですので、勤務先名など個人情報は不要です。

❑　こども冒険教室（年間コース）に入会する。

　

　この自然学校は、大自然の中で行います。原則として雨天でも、雨天プログラムによって開催致しますので、日程変更等へのご理解をお願いしま

す。また、虫に刺されたり、皮膚がかぶれたり、つまずいてケガをしたりと、いろんなケースも予想されますが、常にこども達の安全を第一に考え実施し

てまいりたいと存じます。また、山での生活は、意外に埃や煙を吸いますし、アレルギー食などをご用意することも困難です。ご理解の上でのご参加

をお願い申し上げます。また、持病や投薬中の薬に関して、ご本人の為にも、誤りのないようにご申告ください。

　　　集合

趣味・特技

■集合／解散についてご希望をお書き下さい。（未定の方は、決定次第ご連絡ください）　 電車・バスの方は信濃大町駅から送迎致します。

参加者氏名

学校・学年

連絡先名：

　

TEL：　　　　　　　　　　　　　　緊急の場合のみ連絡可　□

職場等緊急時用


