
令和 2年 4月改正 

《令和 2年度 名栗げんきプラザのご利用にあたって》 

 

この度はお申込みありがとうございます。 

名栗げんきプラザは、青少年の健全育成や、生涯学習の推進を目的とした社会教育施設です。 

以下、ご利用にあたっての注意事項や提出書類についてご案内いたします。皆様が楽しく、有意義な時間を

過ごせるよう、職員一同で協力をしていきたいと考えております。 

 

● 決められたルールは守りましょう（一部抜粋） 

① 活動の準備から片付け掃除まで全て団体主導で行ってください。 

② 時間は守りましょう。（レストランつどいでの食事時間・入浴・消灯など） 

③ 持ち込んだゴミはお持ち帰りください。 

※ ただし、ゴミ袋を購入・分別を行ったゴミは置いていくことができます。 

④ 食材、アルコール類は持込み禁止です。（事前に注文書を提出してください） 

※ 飲酒可能時間・場所は限定されています。（レストランつどい 18：30～22：00、食事広場 17：30～22：00） 

 

● 持ち物 

① 上履き・懐中電灯・洗面用具・救急用品・ゴミ袋（持ち帰りゴミ用）など 

② 各アクティビティで必要な物（アクティビティ集及びアクティビティマニュアル）をご確認ください。 

 

● 各種書類について 

1. 次の書類を当所ホームページでご覧ください。 

① 利用の手引き ・・・・・・・・・・・ 名栗げんきプラザの利用の仕方を記載しています。 

② アクティビティ集 ・・・・・・・・・・・ 当所で行える活動（アクティビティ）の紹介です。 

③ 提出書類集 ・・・・・・・・・・・ 提出していただく各種書類です。 

④ アクティビティマニュアル  ・・・・・・ 各アクティビティの詳しい説明や実施方法・持ち物を記載して 

います。（ホームページ「プログラム紹介」に掲載） 

 

2. 今後必ず提出していただく書類 

① 宿泊利用許可申請書 

② 活動計画書 

③ 食事注文書 

④ 利用者名簿（当日提出可） 

 

3. 必要に応じて提出していただく書類 

① アクティビティ申込書 ・・・・・・・・・・・・・・ 2.同様、前月の1日までに提出してください。 

② アレルギー個別対応申込書（次項参照） ・・・ 利用の3週間前までに提出してください。 

③ 備品貸出申込書 

④ 追加食材注文書 

⑤ 飲酒許可申請書・アルコール注文書 

 

前月の 1日までに提出してください。 
※4月・5月・12月は GWや年末年始の祝日の関係で 

多少のずれがあります。 

詳しくは利用の手引き（P5）をご確認ください。 

利用の 2週間前までに提出してください。 



● キャンセルについて 

休所日を除く4日前12：00以降の団体利用キャンセル及び食数変更は、食事料金のキャンセル料が発生します。 

（休所日を除く4日前12：00以降～利用日前日の17：00まで50％、それ以降は100％となります） 

 

● 食物アレルギーの対応について 

アレルギー食の対応をご希望の場合は、「アレルギー個別対応・回答書」を必ず提出してください。 

内容によっては対応が難しい場合があります。アレルギー担当者と相談してください。 

（書類は3週間前必着） 

申込書郵送先：〒110-0015 東京都台東区東上野 1-14-4 野村不動産上野ビル4階 

  （株）東洋食品フードサービス  アレルギー担当 

FAXの場合：03-3836-2350 電子メールの場合：toyogenki-osyokuji@toyo-foods.com 

※ アレルギーのご相談について・・・お電話でのご相談は平日9：00～17：00です。（TEL：03-3836-1284） 

土日・祝日・時間外は電子メールまたはFAXでご相談ください。回答は後日になりますのでご了承ください。尚、お

急ぎのご相談以外は、なるべく電子メールや FAXでお願いいたします。 

 

● 活動計画書の作り方 

活動計画書とは、スムーズな活動を行うために、団体の皆様が入所してから退所するまでの間、どの場所を使用して何

をするのかを、時間を含めて計画していただくものです。複数の団体が利用する場合は、使用希望場所が重なる場合

があります。その場合は、当所調整担当職員にて調整をし、連絡をいたします。 

※別紙「活動調整についての基準・注意事項」をご参照ください。 

 

時間が決まっているもの 

○食事の配膳開始時間 夕食17：30、朝食7：30、昼食12：00です。（10分前に準備をお願いします） 

 ※複数団体いる場合、食事後の活動がスムーズに行えるよう時間差を設ける場合や、

配膳レーンを指定する場合があります。調整担当より連絡が入りますので、ご理解い

ただけるようご協力をお願いいたします。 

○職員との打合せ 宿泊団体打合せ15：15（場所：レストランつどい）※1 

食事関係打合せ15：30（場所：レストランつどい）※2 

キャンプファイア打合せ15：45（場所：第一ファイア場）※3 

※1.すべての団体の担当者（代表者）と当所職員による打合せがあります。 

※2.レストランつどいでの食事提供がある団体のみとなります。 

宿泊期間中すべて野外炊事の団体は、食事関係打合せはありません。 

※3.キャンプファイア実施団体のみで、連泊の場合はキャンプファイア実施日の 15：45

となります。 

○入所時間 9：00～15：00の間でお願いいたします。それ以外についてはご相談ください。 

○入室時間 13：00以降となります。午前の時間は宿泊室の清掃が入ります。 

○団体の活動優先時間 入所日 13：00～退所日 13：00 までとなります。入退所団体と活動が重なった場合の

調整基準となります。 

○寝具貸出時間 本館：16：00までにシーツの準備をします。（3階シーツ室） 

キャンプ場：14：00以降、団体毎にまとめてキャンピングセンター前でお渡しします。 

○活動打合せ 野外炊事・クラフト等を実施する場合は、開始 15 分前に団体担当者と打合せを行いま

す。チャレンジ型アクティビティは開始30分前となります。 
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○当所職員のアクティビティ

対応可能時間 

9：15～11：45、13：00～17：00です。 

※夏期は職員による指導ができない場合もあります。 

星空観察は19：00～20：00（9月～春休み前まで） 

○退所点検 退所日の8：45に宿泊場所の点検を行います。 

（寝具整理・清掃・忘れ物の有無など） 

宿泊場所利用者または担当者は必ず立ち会ってください。 

多少の時間変更は可能です。ご相談ください。 

 

食   事 

○ 本館宿泊団体は“レストランつどい”の利用優先、キャンプ場宿泊団体は野外炊事場利用優先となります。 

○ 野外炊事場使用目安時間 ・・・ 朝食6：00～9：00、昼食9：00～14：00、夕食14：00～19：00 

○ 野外炊事食材について ・・・ 食材の持込みはできません。事前に食堂にご注文ください。 

※ 個人の食器類、洗剤、クレンザー、タワシ、金タワシ、ふきん、マッチ、純綿軍手等はご持参ください。 

 

活動内容と場所  

○ 実施予定の活動の内容・時間と、希望する場所をご記入ください。 

○ 活動によっては事前準備と片付けに時間がかかる場合もあります。移動時間なども考慮し、時間に余裕をもってご計

画ください。 

○ 雨天の場合の活動計画もご記入ください。 

 

入浴時間  

○ 16：30～22：00の間で入浴可能な時間帯を記入してください。 

※ 他団体と重なり、調整が必要な場合があります。時間調整にご協力ください。 

○ 団体ごとに時間を区切って使用していただきますが、団体数が多い場合は、同時間入浴をお願いする場合があります。 

○ 本館・キャンプ場共に利用がある場合は、本館宿泊団体が優先となります。 

○ 宿泊日の総人数が30人以下の場合、浴室は1つで対応させて頂きます。 

 

計画に必ず組み入れてください  

○ はじめのつどい ・・・ 入所日に当所職員が、施設の使い方やルールなど注意点をお話します。 

※ “わかれのつどい”は任意です。当所職員の立会いが必要な場合はお声掛けください。 

 

● 下見について 

○ 責任者・指導者の方は事前に下見を行ってください。（任意） 

○ 下見の際には事前にご連絡ください。（説明やご相談もお受けいたします） 

 

不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。 （電話：042-979-1011） 



令和2年度 料金一覧表 令和2年4月1日～令和3年3月31日

単位（円）

　　≪　宿　泊　関　係　≫ 料金 備考 　　≪　ク ラ フ ト な ど　≫ 宿泊料金 日帰り料金 備考

乳幼児 0 ヒノキのぶんぶんごま 50 100 穴あり or 穴なし

 県内本館 小中学生 300 障がい者手帳所持者と ヒノキのストラップ 50 100

高校生 520 付添者（同数）は半額 ヒノキのマグネット 100 200

一般 830 ヒノキのぼる君 100 200

乳幼児 0 ちびっこクラフト 100 200

 県外本館 小中学生 450 障がい者手帳所持者と ヒノキの箸 150 250 蜜蝋仕上げ

高校生 780 付添者（同数）は半額 木の人形キコリン 200 310

一般 1,240 ヒノキのキーホルダー 200 310

乳幼児 0 焼き板看板 210 320 別途薪代必要

 県内キャンプ場 小中学生 100 障がい者手帳所持者と ヒノキのはがき 200 310 94円切手貼って投函可

高校生 200 付添者（同数）は半額 ヒノキのバードコール 310 420

一般 300 ヒノキのスプーン 360 460 蜜蝋仕上げ

乳幼児 0 ヒノキのフォーク 360 460 蜜蝋仕上げ

 県外キャンプ場 小中学生 150 障がい者手帳所持者と 名栗の動物ストラップ 410 460

高校生 300 付添者（同数）は半額 エコキャンドル 100 200 瓶・廃油持込必要

一般 450 木の鉛筆ストラップ 100 200

シーツセット 本館泊 255 ｼｰﾂ2枚・枕ｶﾊﾞｰ１枚 火おこし体験セット 300 600 NEW　1セット3～6人分

シーツ キャンプ場泊 92 １枚 サバイバルチャレンジ 100 100

枕カバー 71 １枚 グループチャレンジ 100 100

　　≪　食　事　関　係　≫ 料金 備考 わくわくぼうけんゲーム 100 100

食堂利用の３才未満 0 名栗の自然ガイドハイク（9月～3月） 100 100 申込みは3週間前まで

３才～ 600 星空観察会　（9月～3月） 50 　　　- 申込みは3週間前まで

 食堂朝食 小学生 680 ≪ その他 物品販売など ≫ 料金

中学生以上 710 （幼稚園・保育園は 炊事薪（１束） 300

３才～ 600 朝食・夕食が 高品質木炭（１kg） 200

 食堂昼食 小学生 680 幼児食となります） キャンプファイヤーセット 3,660

中学生以上 710 キャンプファイヤー用丸太（1本） 200

３才～ 740 キャンプファイヤー用薪（1束） 420

 食堂夕食 小学生 830 灯油（１ℓ） 100

中学生以上 860 キャンドルファイヤーセット 360

おにぎり弁当 ２個入り 380 鮭・昆布 LPガスボンベ使用料 50

（唐揚げ・ウインナー・漬物） ３個入り 490 鮭・昆布・おかか カセットコンロガス使用料 20

4,230 6人分１セット ゴミ処理負担金（2㍑） 50

4,230 6人分１セット ゴミ処理負担金（30㍑） 200

5,040 6人分１セット ゴミ処理負担金（70㍑） 420

5,340 6人分１セット 食器用エコ洗剤 360

3,360 6人分１セット クレンザー 150

3,240 6人分１セット ロックアイス（1kg） 200

4,560 6人分１セット ロックアイス（２kg） 350

5,190 6人分１セット 歯磨きセット 50

4,440 6人分１セット 単三乾電池（１本） 50

1,740 6人分１セット コピー代（白黒１枚） 10

150 1個 コピー代（カラー１枚） 30

2,550 6人分１セット 純綿軍手（一双） 100

2,850 6人分１セット燃料代込み 割り箸（1膳） 5

3,060 6人分１セット カレー皿（１枚）） 30

3,240 6人分１セット燃料代込み スプーン（1本） 10

590 ５人分１セット 紙コップ（1個） 10

510 1セットから 発泡どんぶり（１個） 25

3,060 1セットから 発泡ミニどんぶり（1個） 25

620 1セットから ≪ 寝具のクリーニング代 ≫ 料金

100 クリーニング代（敷布団） 2,100

300 クリーニング代（掛布団） 2,100

125 りんご or オレンジ クリーニング代（毛布） 510

115 クリーニング代（枕） 410

145 クリーニング代（寝袋） 1,000

155

295 炭酸類は1.5㍑ ≪プラネタリウム鑑賞料金 ≫ 料金

295 350ml 中学生以下 0

225 350ml 高校生 370

760 360ml 一般 730

1,040 720ml 障がい者手帳を提示した人 0

野外炊事（流しそうめん）

持込みゴミを置いていく場合

　事務所にて販売

A4

各団体で持参ください。

忘れた場合や不足した時用です。

（事前の注文には対応できます）

１人当りの料金

野外炊事（朝食ご飯セット）

野外炊事（カレーライス）６人分

備考

備考

備考

野外炊事（カレー・ナン）6人分

野外炊事（朝食ホットドックセット）

野外炊事（バーベキューご飯提供）

パック牛乳 1000ml

野外炊事（つみっこと香の物）冬季

野外炊事（あそ棒パン）

缶ビール

焼きマシュマロ（約１８個）

パーティー料理　５人分

ペットボトル水 500ｍｌ

パック牛乳 200ml

野外炊事（ドラム缶ピザ）

野外炊事（災害時対応カレー）

野外炊事（ホイル焼き）

おつまみセット　５人分

パックジュース 200ml

長持ちする炭です

丸太12本・セゴ板3束・灯油2ℓ

15号ろうそく15～18本

野外炊事（バーベキュー焼きそば提供）

おねしょ・鼻血・嘔吐などで

汚した場合に発生します

ペットボトルコーラ・スポーツ飲料　500ｍｌ

野外炊事（手打ちうどん）

野外炊事（つみっこと香の物）

　　　　追加かき揚げ

野外炊事（手打ちうどん）冬季

　宿泊者は180

　宿泊者は360

  付添の方（同数）も無料

追加した場合の単価です

ペットボトル緑茶・麦茶 500ｍｌ～600ｍｌ

２㍑ペットボトル飲料（各種）

ワイン（赤・白・ロゼ）

日本酒（武甲・秩父錦）

缶チューハイ（レモン・グレープフルーツ）



令和 2年 4月 4日 

活動調整についての基準・注意事項 

（活動の調整が必要になる場合の内容になります） 

 

●提出期限までに書類提出いただいた団体に活動場所の優先権があります。 

 

●調整の基準 

 学校団体＞宿泊場所≧人数 

 基本的には学校団体が優先となります（夏休みを除く） 

※夏休み利用の学校については、野外炊事やキャンプファイアは考慮しますが、それ以外の活動は一般

団体と同等に調整いたします。 

 活動が重なった場合は、安全面を考慮し、規模の大きい団体に広い場所を割り振ります。その場合には

譲っていただいた団体の入浴時間を優先するなど、小規模の団体がすべて不利にならないように考慮

いたします。 

 

●食事時間の重なり 

 「レストランつどい」での食事が重なった場合、若干の時差を設ける場合や、分割時間（別の時間）での

対応になる場合があります。 

・配膳開始時間 

 時差の場合：夕食 17:15～、17:30～ 昼食 11:45～、12:00～ 朝食 7:30～、7:45～ 

 分割の場合：夕食 17:00～、18:15～ 昼食は要相談 朝食 7:00～ 8:15～ 

※時差を設ける場合には、食事後の活動や人数を考慮して設定いたします。例えば、キャンプファイア

が第二ファイア場など本館から遠い場所になった団体が、早い時間帯を割り振ることがあります。 

※分割時間になるのは、1回の利用がレストランつどいの座席以上の利用になった場合（200人以上）

です。 

・団体ごとに配膳レーンを指定 

※団体の総人数が 20人以下の場合は、カウンターにて盛り付け渡しになる場合があります。 

 

●入浴について 

・時間（原則、下記の時間で提案させていただきます） 

本館宿泊団体：19:00～22:00 

キャンプ場宿泊の団体：16:30～19:00 

団体数や状況によっては上記の通りではありません。幼児が多い団体は本館泊でも早い入浴時間に

なることもあります。 

※目安：30人以上 30分、60人以上 60分、100人超える団体については同宿団体との調整によ



りますが、100人以上でも 60分になる可能性があります。 

※30 人未満の少人数の団体については、同宿団体と合同でご入浴いただく場合もございます。また、

当日の宿泊者数の総人数が 30 人未満となった場合、浴室を 1 ヵ所で対応させていただく場合も

ございます。 

 

●調整期間 

・書類提出後、10日間 

 ※期間中に、お電話にてご相談させていただきます。なるべくお電話がつながるようご協力ください。 

 

●調整後 

・「調整結果のお知らせ」を FAX またはメールにて送付いたします。期日までに内容をご確認いただき、

「承認欄」にチェックをして、返信ください。 

・調整結果について変更を希望される場合には、期日までにご連絡ください。 

※同宿団体にも同日に「調整結果のお知らせ」を送付しているため、調整後は変更のご希望に添えな

いこともあります。 

 

●大きな調整について 

活動の変更がある場合には必ず事前に担当者の方とご相談させていただきます。 

活動場所には限りがあるため、ご希望が重なることも考えられます。「この部分なら譲ってもいい」「ここ

は重なるかもしれないから、重なったときはこっちの案に変えよう」など、団体様のほうでもシミュレーシ

ョンしておいていただけると助かります。 

 

※調整によっては、野外炊事など時間変更をしていただく可能性もございます。野外炊事予定を昼食か

ら夕食に変更いただく場合や、火を使用しない野外炊事（流しそうめんなど）に変更をお願いする場合

もございます。 

※アレルギー対応について事前に保護者様へご確認いただくと思います。調整を受けて変更になる可能

性も考慮していただけると安心です。保護者会の日程など決まっていてご迷惑をおかけするかもしれま

せんが、ご理解のほどお願いいたします。 

 

●重なりが多い活動プログラム 

・ 野外炊事 

・ キャンプファイア 

・ 雨天時のキャンドルファイア 

・ 入浴時間 



令和 2 年 4 月 1 日 

利用の手引き 昨年度からの変更点について 

 

・P4 施設概要⇒（キャンプ場）喫煙所の場所変更 

・P5 説明会の日程や書類提出の日程が令和 2 年度のものに変更。 

・P8~11 利用料金ページ 

P9 幼児メニュー⇒「オムライスセット」が「チキンライス＆ミニオムレツセット」

に変更 

 P9 ソフトドリンク⇒「600mℓの麦茶」を追加 

 P10 野外炊事 

「カレーナンセット」を追加、「白玉団子のお汁粉」を廃止。 

「カレーライス」「朝食ホットドックセット」のセット内容変更。 

 P11 アクティビティ 

「火おこし体験」をセット価格に変更、「ちびっこクラフト」追加、「名栗の動

物パズル」廃止 

・P18~19 食物アレルギー対応について⇒詳細を追記（文章） 

・P29~ 提出書類記入にあたって⇒書類提出（再提出）についての注意事項を追記 

記入例⇒令和 2 年度のものに変更 

 

・提出書類⇒「アレルギー個別対応・申込書」の書式変更。 

・食事⇒献立サイクルの切り替え時期の変更 

  春（3 月～5 月）、夏（6 月～9 月）、秋冬（10 月～2 月） 



 

アクティビティ・活動プログラムについて 

 

1．アクティビティ実施にあたり 

◆ アクティビティにつきまして、当所職員は、各団体が安全に活動できるよう支援を行い 

ますが、活動の指導は各団体指導者に実施していただきます。 

実施にあたり、以下の点に留意してください。 

⚫ アクティビティ 開始 15 分前  に、団体担当者と当所職員との打ち合わせを行います。 

※一部アクティビティは 30 分前に打ち合わせがあります。 

 ＜15分前打ち合わせ内容＞ 

   ・アクティビティ概要の説明、準備・片付け、安全管理について 

   ・アクティビティ実施前の当所職員による導入について 

   ・「野外炊事カード」を担当職員へ渡す（野外炊事のみ）※事前に内容をご確認ください。 

⚫ アクティビティの 準備・片付け等は各団体で 行っていただきます。 

   ・野外炊事：道具はまとめて貸出します。班毎の仕分けは団体で行ってください。 

道具の返却は当所職員による点検を受け、種類ごとにまとめて返却してください。 

   ・クラフト：道具の準備・片付け、活動場所の清掃を行ってください。 

※ゴミは打ち合わせ時にお渡しするゴミ袋にまとめて下さい。 

 

【特殊なアクティビティについて】 

⚫ グループチャレンジ・サバイバルチャレンジ・わくわくぼうけんゲーム 

・３０分前に職員との打ち合せがあります。 

・雨天時のみの実施は不可。また、館内清掃のため雨天時午前中の実施はできません。 

・アクティビティの効果を高めるため、実施時間は原則活動初日の午後としています。 

・専用 MAP と必要な書類をお送りいたします。 

 各設問の出題は団体指導者の方に担当していただきますので、事前に役割を決めておいてください。 

⚫ 館内アドベンチャーハイク：館内清掃のため、午前中の実施はできません。 

⚫ 夏休み不可のアクティビティ・・・「エコキャンドル」 

⚫ 夏休み要相談のアクティビティ・・「ドラム缶ピザ」「手打ちうどん」 

 ⇒団体指導者が事前研修を受けた場合、または指導者が過去に当所で体験したことがある場合は可。 

 

 【活動計画について】 

⚫ 活動場所の移動時間も含めたゆとりのある活動計画を立ててください。 

⚫ アクティビティマニュアルをご活用ください。 

当所ホームページ内の「プログラム紹介」にて、各アクティビティ名のリンクをクリックすると、アクテ

ィビティの詳細、マップ、解答用紙などが PDFファイルでダウンロードできます。 

⚫ 利用団体向けに「おすすめアクティビティ・活動例」小冊子を作成しています。 

活動計画作成時にご活用ください。 

 

 

令和 2年 4月 



2．同宿他団体との調整について 

⚫ 希望する活動の会場や時間が、同宿他団体と重なっている場合は当所職員にて調整し、結果をＦＡＸ又は

メールにてお伝えいたします。場合によっては計画の変更をお願いする場合もあります。 

⚫ 利用人数が多い場合、食事の配膳時間に時間差を設ける場合があります。 

⚫ 調整結果のＦＡＸ・メールが届きましたら、記載された期日までにご返信をお願いします。 

⚫ 場合によっては同宿団体同士でご相談いただく場合もあります。 

⚫ 調整の基準については「利用の手引き」（P.7）をご参照ください。 

 

３．アクティビティの改変について 

廃止アクティビティ名 備考 料金 

(新規・変更) 

白玉団子のお汁粉 利用者の需要と合わなかったため  

ヒノキの動物パズル 利用者の需要と合わなかったため  

新規アクティビティ名 備考  

カレー+ナンセット 春休み～11 月 

カレーセットの主食が手作りの「ナン」になります。 

小麦粉をよくこねて鉄板を使ってこんがり焼き上げます。 

定番のカレーライスとは一味違うカレーを味わいましょう。 

4,230 円/セット 

ちびっこクラフト 通年  

木片や自然の枝などを組み合わせて、かわいいキャラクターを作ります。 

小さいお子さんでも楽しめます。 

(宿)100 円 

(日)200 円 

変更アクティビティ名 備考  

フォトオリエンテーリング 初級・中級・上級の 3 パターンから選択できるようになりました。 

コースを見直しコースを変更しました。 

無料 

サバイバルチャレンジ 内容を小変更しました。 100 円/1 名 

名栗の森ガイドハイク 30 分コースと 60 分コースを設定しました。 100 円/1 名 

火おこし体験 セットでの注文になりました。1 セット 3～6 名対応 

（まいぎり 1 台、火切り板 1 枚、麻紐 6 枚、ネット 6 枚、トング 1 個） 

火切り板 1 枚追加 100 円 

(宿)300 円 

(日)600 円 

1 セットあたり 

別注食材 食材追加   

 



    活動場所一覧　　　埼玉県立名栗げんきプラザ

活動場所 活動 定員（めやす） 雨天

プレイホール
つどい、軽い運動、キャンドルファイア、伝承遊び、
埼玉かるた、クラフト

集合200人
活動100人

○

集会室
つどい、講義、お弁当、キャンドルファイア、エコキャ
ンドル、クラフト

集合130人
会議90人・活動70人 ○

プラネタリウム プラネタリウム、シアター、つどい 200人 ○

レストランつどい お弁当、飲食、つどい、講義 200人 ○

ピロティー
つどい、木のクラフト、火おこし、キャンドルファイア、
焼きマシュマロ、お弁当

60人 ○

車庫 クラフト、火おこし、キャンドルファイア、お弁当
集合100人
活動80人

○

屋上 星空観察、軽い運動 集合200人 ×

中庭 つどい、火おこし 集合120人 ×

つどいの広場 つどい、お弁当、キャンプファイア
集合200人
活動80人

×

木の広場 つどい、お弁当 80人 ×

こもれび広場 お弁当 120人 ×

第１ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲｱ場
つどい、キャンプファイア、火の活動、あそ棒パン、
焼きマシュマロ、流しそうめん、お弁当

集合200人
活動150人

×

第２ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲｱ場
つどい、キャンプファイア、火の活動、あそ棒パン、
焼きマシュマロ、流しそうめん、お弁当

集合150人
活動100人

×

せせらぎ広場
つどい、キャンプファイア、火の活動、あそ棒パン、
焼きマシュマロ、流しそうめん、お弁当

集合80人
活動30人

×

食事広場 一部屋根なし部分有 144人 △

野外炊事場 野外炊事、ドラム缶風呂
屋根付きかまど： 40基150
人
流し：５カ所(蛇口：２０）

○

避難所 つどい、キャンドルファイア、クラフト、お弁当
集合150人
活動40人

○

横瀬川 沢あそび、水辺の生き物探し 120人

大平入沢 沢あそび、水辺の生き物探し 60人
川

屋
内

半
屋
内

屋
外

キ
ャ
ン
プ
場


