2021年 冬季

小•中学生対象

スノーキャンプ

in 裏磐梯おのがわ湖

期間：2021年3⽉31⽇(⽔)〜4⽉3⽇ (⼟) 3泊4⽇

ネイティブランド
スノーキャンプ

雪

2021

の中での3泊4日キャンプです。雪原で遊び、雪の中にイ
グルーを作ります。イグルーとは雪のブロッックで作っ

た家のことです。圧雪されていない、果てしなく続く雪原で思

in

いっきり雪を堪能できるキャンプです。小学生高学年から参加で

おのがわ湖

きます。奮ってのご参加お待ちしております。

雪の自然を感じるキャンプ…
一面を雪に囲まれたフィールドで、
● スノーシュートレッキング
● イグルーづくり！
（雪のブロックで作る家です）
● 雪遊び（そり、雪合戦）
● 焚火、BBQ
● 不動滝トレッキング（写真左）
を楽しみます。

★★
⽇

時 ： 2021年3⽉31⽇（⽔）〜4⽉3⽇（⼟）

集合解散： 31⽇(⽇) 8:30(集合)、

概要

★★

3泊4⽇

主催

株式会社

野外計画

3⽇(⽊)17:15（解散） 場所は共に「上野公園⼝」東京⽂化会館
※ 集合解散場所の詳細は申し込み後、詳細を送付いたします。

開催場所： ⼩野川湖レクショア野外活動センター
〒969-2701

対

象 ： ⼩学校4年⽣〜中学校3年⽣

参加費 ： 43,000円
説明会 ： 2021年3⽉

（管理運営

株式会社

野外計画）

福島県耶⿇郡北塩原村⼩野川湖畔

（税込み⾦額、宿泊費・⾷費・保険料・交通費込み）

第1週に開催予定

Tel 0241-32-2044

（⾼校⽣はジュニアスタッフ参加になります。お問い合わせください。）

オンライン開催をいたします。ご参加ください。

Native Land CAMP スノーキャンプ in おのがわこ湖 ＠ yagaikeikaku.com

★★

ネイティブランド キャンププログラム

1日目

2日目

＊＊＊＊東京駅集合

7:00 起床

電車にて裏磐梯へ

朝食

★★

3日目

健康チェック

朝の雪原探索！

7:00 起床

朝食

4日目

健康チェック

朝の雪原散策…

＊＊＊＊猪苗代駅到着

8:00 ゆっくりタイム

＊＊＊に移動します。

トイレ、洋服の整理など

湖のほとり、森の中…夏には立ち入れな
いところでも雪原であれば簡単に入れま
す。夏では見られない風景を楽しみます。

12:30 昼食＆準備

9:00 イグルーづくり続き

13:00 小野川湖へトレッキングにて入場

14:00 キャンプ場着
● 雪遊び！
白い雪原を贅沢に走りまわります！

雪の塊をひたすら積んでいきます！

9:00

ます！

夜を過ごせるようなイグルーの完成を目
指します！

この日はイグルーで寝ます！

10:00 キャンプ場出発
＊＊＊＊へ

12:00 適宜昼食

12:00昼食（キャンプ場にて）

完成したイグルーで初めての食事！そのま

11:00 ＊＊＊到着

15:00 不動滝トレッキング

泉へ！ゆっくりと温まります。

滝壺まで凍りつく冬の滝景色。自然の力強

13:00 振り返り

さを感じます！

16:00 イグルーづくり続き！
＆

キャンプ場で食事になります。

19:00 ナイトパーティー！！
夜の雪のなか、焚き火を囲みながらゲー
ム大会！

暖かい格好で、それぞれのキャビンへ！

＆

まったりタイム

まだまだ完成ならず！？

イグルーの準備、暖かい場所でのゲーム大

自分たちの家で寝られる日を目標に雪の

会、そり遊びなど、友達と一緒に楽しい時

塊を積み上げます！

間を過ごします。

18:00 夕食 (BBQ)
イグルー完成前夜祭！

20:00 適宜就寝（キャビン）

キャンプを振り返ります

17:00 就寝準備

雪合戦！

肉を食べて次の日に備えよう！

20:00 適宜就寝（キャビン）

自然を感じながらゆっくりと休みます。

昼食

荷物整理

2日間の疲れを癒しにキャンプ場から温

寝袋、毛布など暖かく眠れるようにキ

18:00 夕食

入浴

13:00 温泉へ！（入浴）

● 夜の準備
ャビンを準備します。

健康チェック

3日間過ごした雪原、名残惜しいけ
ど”さようなら”…
片付け、出発準備をして午前中を過ご
します。

ま、イグルーの周りで遊びまわります！

どんなイグルーにするか！設計図を作り

朝食

イグルー完成へ

2日間作ってきたイグルーもいよいよ完成！

●イグルーづくり開始

15:00 猪苗代駅出発
＊＊＊

東京駅解散

18:00 夕食
十分に暖をとって、イグルー泊へ。
夜食の準備も万全に。
本当の自然へ踏み出します！

20:00 適宜就寝（イグルー）

持ち物
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7:00 起床

★ キャンプ場での生活について ★

スキーウェア（雪の中で活動する服装）
フリース、スウェットのズボンなどの防寒着
上下タイツ（長袖、長ズボンのインナー）
靴下（厚手の靴下4足、予備の靴下4足）
防寒具（手袋、ニット帽、マフラーなど、予備も含めて）
日焼け防止用 サングラス もしくはゴーグル
活動用の靴（スノーシューズもしくは長ぐつ）
ヘッドライト（手持ちタイプは推奨しません）
荷物が入る大きめのリュック（小野川湖での活動で使用）
下着、肌着（暖かいもの、日数分）、常備薬など

※ 詳細はお申し込み後、詳細を記した資料をお送りいたします。

•
•
•
•
•
•
•
•
•

就寝はキャビンを利用します。電気はありません。
毛布、寝袋などで暖かくして寝ます（キャンプ場）。
キャンプ場には24時間体制で暖を取れる設備があります。
濡れた洋服など、暖房器具で乾燥させます。
入浴は2日目と最終日に行います。
食事はキャンプ場にて野外調理、給仕スタイルで行います。
初日、最終日に宿泊施設にて荷物の整理などを行います。
キャンプ場には電気、ガス、Wifi環境が整っております。
トイレは水洗トイレを利用します（キャンプ場）。
寒い環境ですが、安全に過ごせるように整っております。何かご不明
な点がございましたら以下のアドレスまでお問い合わせください。

小野川湖レイクショア野外活動センター

★★

申し込み

★★

以下のメールアドレスにお申し込みください。

メールアドレス： oﬃce@yagaikeikaku.com
・メール本題に「ネイティブランド スノーキャンプ 申し込み」とご記⼊ください。
・メール本⽂に、参加者⽒名、年齢、住所、ご連絡先をご記載ください。
・後⽇、当アドレスから申し込み受理のご連絡、以下の資料を送付します。
（送付資料：持ち物、当⽇集合場所、請求書、健康調査票など）
・申し込み締め切り⽇は、2021年3⽉19⽇（⾦）になります。

★★★

お問い合わせ

★★★

ご不明な点がございましたら、こちらまでお問い合わせください。

メールアドレス：
暖房設備、宿泊設備を備えたキャンプ場です。

株式会社

野外計画

ができます。
（詳細：www.yagaikeikaku.com）

（www.yagaikeikaku.com）

ネイティブランド キャンプ 担当

寒い冬の時期にもキャンプを楽しめるように設計され
ています。⾃然豊か環境で、雪をじっくり楽しむこと

oﬃce@yagaikeikaku.com
佐藤 直⾏

住所：〒141-0031 東京都品川区⻄五反⽥ 7-8-11-2F
Tel : 03-5436-6444
Fax : 03-6700-1772
Mail: oﬃce@yagaikeikaku.com

Native Land CAMP スノーキャンプ in おのがわこ湖 ＠ yagaikeikaku.com

