
 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     イベント名 ・その他             内   容  
 
☆雑居まつり（第４２回） 
＠世田谷羽根木公園☆ 
１０/８（日）１０：００～１６：００  
※当日のお手伝い大募集！ 

できる方は連絡ください☆ 
 

毎年恒例≪雑居祭りｉｎ世田谷≫…みんなで東京羽根木公

園に集まりませんか？あるきんぐクラブに関わるたくさんの人が

集まるビッグイベントです♪今年もバザー＆活動の紹介ブース

に川場産のリンゴを用意してお待ちしています！今年はタケ・ミ

ツエが来れない！？ので、コーヒー屋さんやってくれる人大募集

☆羊の手仕事もできるかなー？？とにもかくにも、「雑居まつり

だよっ！全員、しゅうごーーーーっっっ！！！」 

１０/１４（土）-１５（日）ゆとりの空き日程 イベントアイデア・並びに団体予約受付中！ 
 
秋の森でフガフガあそぼー！  

ファミリーにおススメ！！ 
 
１０/２０(金・夜) ２０：３０上毛高原 or２１：１０沼田集合  

１０/２２(日 )沼田駅解散  

参加費：１２０００円（２泊４食）  

 
秋の森は、おもしろいものがいっぱい！落ち葉でふかふ

かな道をフガフガ歩けば、不思議な形のキノコや、森

の木々が落とすおもしろい実にも出会えるかも？秋の森

名物、ツルで遊ぶのもいい。森の中、激しくターザンご

っこで「アーアアー！」も最高 ！みんなで秋の森で野生

的にあそびましょう！  

貸し切り予約  １０/２８(土 )～２９(日 ) 
「ちゃのみいの家」のイベントで、既に貸し切り予約アリ。

すいませーん！！ 
 
夏に引き続き、≪子ども対象≫ポニー合宿の秋バージョン☆ 

【秋満喫！    

ポニーと川場の里山を駆け回ろう合宿！】  
１１/３（金・祝）～５（日）上野駅集合・解散 

参加費：３２０００円（交通費別途・高校生半額＜半スタッフ＞） 

対象：小学１年生～高校３年生 【催行人数６～１２名】 
  

 
夏のポニー合宿は実に“最高”の二文字でした！ならば秋

も！と、一歩先行くポニー合宿開催です◎タイトルの通り、テ

ーマは「里山を駆け回ろう」。つまり、ポニーでアチコチ駆けら

れるほどに腕を上げるのが狙いです┯ ムラの人との出会いも

楽しみたいね。秋の味覚も堪能したい！夜はネギギターが炸

裂か！？充実のメニューを維持するため定員は少なめ！お申し

込みは、お早めに！！   
 
『チャランケ祭２０１７』にブース出展予定！？ 
と き：１１月４日(土)・ ５日(日)   
ところ：東京中野駅界隈  入場無料／雨天決行  

 
サマーキャンプや宮古島、歌うたいとしてお馴染みの万年大

学生（笑）“ゆたか”が、今年ついに実行委員長を務める、ア

イヌと沖縄の文化がコラボする“チャランケ祭り”。今年も若

者たちで宮古島の歩き旅の紹介ブースを出す予定！？詳細は

未定ですが、追ってブログ・メールニュース等でご紹介します！ 
  

“旬”をテケテケ歩こう！～里の紅葉編～ 
 ファミリーにおススメ！！  

１１／１１（土 ）１０：２０沼田駅集合→「旬」な場所をハイキング 

１１／１２（日）朝食後沼田駅解散   

参加費：１００００円（１泊２食）  
 

 
この時期は例年、里の「紅葉」が見頃を迎えます！歩くコース

に関しては、この時期、丁度「旬」を迎えた場所に狙いを定

め、無理のない“里”を中心とした場所を選びます。人の暮

らしと紅葉が織り成す風景の中を、気持ちよく歩きましょう！

（初日昼食持参です） ※注：この日曜日、知人の結婚式の予

定があるので、解散は朝食後すぐになります。すいませーん！ 
 

２０１７年１０月～２０１８年３月【後期版】 

《ＮＰＯ法人》あるきんぐクラブ･ネイチャーセンターのイベントスケジュール 

プログラムを見る上での“ポイント  ” 
 
①食事について：今年度の食事（特に夕飯）については前半は『焚き火ＤＥご飯（“旬”を交えた『外ごはん』）』でした。でも冬

は寒いので、部屋でみんなでお鍋を囲んだり！？になるかな？？その都度都合で変動する「可変型食事スタイル」です☆ 
  

②料金はすべて割引前のものです。会員の方にはお得な割引制度があります。（紙面後半に詳細あり） 
 
③イベント２週間前を目処にイベントの実施の可否を判断します。人気がないと潰れたり、他のイベントに差し替えたりする可

能性があります（特に【催行人数】のあるもの）。イベントへの申し込みはお早めに！ 
 
④なにか分からないことがありましたら、まずはお電話を！ ⇒０９０－３５９８－３４８０（ヨースケ直通電話） 
 
⑤この組まれたイベントの日程以外でも、イベントの「手作り」が可能です。前半戦でも「尾瀬」や「谷川」行きました◎ 

空き日程も表記しておきますので、是非楽しいアイデアをドシドシお寄せください♪ 

 

 



 
☆南相馬でお手伝い☆  

１１/１６（木）-１９（日） 
参加費：活動中かかる経費をワリカン予定 
 

クラブとはいろいろと縁のある南相馬市。タケは今年度、毎奇

数月にお手伝いに行っています。興味ある方、是非直接連絡

を！【担当：タケ】 

 
満員御礼 １１/１８（土）―１９（日）  大学のゼミ合宿で利用のため既に満員です。すいませーん。 

 
羊と一緒にのんびりＴＩＭＥ♪ 

[ひつじとのんびーり山の家] 
 
１１/２４(金・夜) ２０：３０上毛高原 or２１：１０沼田集合  

１１/２６(日)１０：００頃沼田駅解散  

参加費：￥１２０００（２泊４食）  
 

 
羊の小屋掃除という任務はありますが、その他は、ひつじとのん

びり散歩にでかけたり、くま子と戯れたりのゆっくりプラン。焚き

火をしながら少し手の込んだ野外料理なんかもいいねぇ。つい

でに自然素材での染物に挑戦してみるのも一興か！夜はコタツ

を囲んでみんなでワイワイしましょう。手仕事もできる用意はあ

りますので、是非挑戦を♪ 
 

１２/２（土）-３（日）ゆとりの空き日程 

 
イベントアイデア・並びに団体予約受付中！ 

12/３（日）は、利根沼田の市民祭「ごったくまつり」に出店。 
 

 
１２月上旬～中旬、「狩猟めっちゃやるぞ期間」＆「遅い夏休み（←さすがに遅っ！？）」でちょっくらお休みいただきまーす。 
 

☆山の家の“冬支度”ＷＥＥＫ☆  

１２/１８（月）～２４（日） 参加費：時価（笑） 

 
これから始まる長い冬に向け、保存食作りや薪作り、大掃除

など冬仕事に励みます！（宣言）そんな冬暮らしを一緒にしても

いいなぁという方、ご相談ください。※これはお客さん扱いは

まったくしませーん。詳細は、申し込み時に応相談。 
 

 
冬だ！雪だ！やっぱりソリだ！子ども対象 ３泊４日ガチンコ合宿 ！！ 

【冬合宿！～極・ソリストの祭典～】  

１２/２７(水)上野駅中央改札口集合 

１２/３０(土)上野駅中央改札口解散予定 
※詳細は後日参加者に郵送します！ 

参加費：３４０００円 （交通費別途・高校生半額） 

☆雪不足の場合、12/27-29 の２泊３日合宿になります 
 

 
今年の冬合宿の舞台ももちろんソリスト （＝ソリをこよなく愛 す

る人 々）の聖地「川場牧場」！！「人生史上最高のソリ体

験！！」を目指し、背中にソリをくくりつけ、みんなで旅に

出るのです！今年は牧場の管理棟についに３泊 ！？（でき

るかな！？）  若干 （かなり？）ハード系の、上級者向け合宿

です◎ツワモノたちよ、集え！（※近年、雪の絶対量が減

っている！？もし雪が足 りず雪遊びが難しい場合 、期間を２

泊３日に短縮しますのでご了承ください）【催行人数 ６～１０名 】 
 

 

＜２０１８年＞ 
 
新年 １発目は子ども対象２泊 ３日のゆるやかおもち風？合宿 （笑 ） 

【ほっこり“ふゆ”合宿】 合宿 
１/５(金)上野駅中央改札口集合 

１/７(日)上野駅中央改札口解散予定 

※詳細は後日参加者に郵送します！ 

参加費：２８０００円 （交通費別途・高校生半額）  

  
２０１８年一発目のイベントは昨年意外な人気を博した

“ほっこり合宿”から始まります☆冬合宿はがっつりハー

ド系なので、少しソフトに全泊山の家利用での合宿で

す。雪があれば雪遊び。雪がなければ周囲の野山を

中心にほっつき回ります！子どもたちが好奇心や冒険心を

自然の中で試し、五感をたくさん働かせて小さな原体験を

なるべく多く経験する場を目指します。【催行人数 ６～１５名 】   

１/１３（土）-１４（日）ゆとりの空き日程 イベントアイデア・並びに団体予約受付中！ 

満員御礼  １/２０(土 )～２１(日 ) 

 
群馬県桐生市の団体「キッズバレイ」の合宿利用予約あり

で、既に満員御礼です。すいませーん！！ 
  

☆南相馬でお手伝い☆ 特別 

１/２５（木）-２８（日） 
参加費：活動中かかる経費をワリカン予定 
 

クラブとはいろいろと縁のある南相馬市。タケは今年度、毎奇

数月にお手伝いに行っています。興味ある方、是非直接連絡

を！【担当：タケ】 

  

[雪とあそぼ④連発！]の空き日程 

ファミリーにおススメ 
 
金曜２０：３０上毛高原駅集合ｏｒ２１：１０沼田駅 

日曜午前 or午後沼田駅解散 （※全日程同スケジュール） 

参加費：１２０００円（２泊４食込）  
 
※この期間設定は、例年安定して雪がある時期です。 

ただ、もしも･･･はあるので、その場合はまた相談しましょう！  

  
【雪とあそぼスケジュール】 
 

①１/２６（金）-２８（日）  ②２/２（金）-４（日） 
   （※②と③の間は一週飛んで・・・） 

③２/１６（金）-１８（日）  ④２/２３（金）-２５（日） 
  

近年人気大爆発の＜雪とあそぼ＞。内容はその名の通り、雪

と遊んで遊んで遊びまくりなイベントです☆予約はお早めに！  
 



 
※これ以降は２０１８年４月の新年度『おいでおいでスケジュール』でお知らせします。イベント提案等、いつでもどうぞ！ 
 
イベント参加について 
 
申し込み、問い合わせは電話でご連絡ください。Fax、E-mail、ホームページ『お問い合わせフォーム』

からでも可能ですが、その場合はこちらからの返信をもって予約完了となります。 

「イベントの参加費」について 

 

 

 

 

キャンセル料は下記のようにさせていただきます。 

５日前～前々日…参加費の１０％ 前日…参加費の２０％ 当日…参加費の５０％ 

参加費は当日納入可ですが郵便振替もできます。（あるきんぐクラブ ００３００－９－１８５１７） 
  

ゆるやか～な会員制度のご案内     
 
あるきんぐクラブでは、自然体験を中心としたＮＰＯ活動を応援してくださる会員さんを大募集しています！ 

  
☆年間２５００円 (入会金無し)を納めていただくと、  

“同居家族全員”が会員として登録されます☆ 
  
会員になると、以下お得な３つの特典があります！  
 

＜お得な特典  ＞ 
 
◎その１：年４回発行されるクラブの機関誌「あるきんぐだより」をお届けします！ 

       （※紙面ではなく、ＰＤＦによるネット配信をお求めの方は、その旨連絡ください）  

 
更にもう一発、新合宿を立ち上げました！！その名も、、、  

【厳冬期ブルブル合宿】 合宿 
２/１０(土)上野駅中央改札口集合 

２/１２(月・祝)上野駅中央改札口解散予定 

※詳細は後日参加者に郵送します！ 

参加費：２８０００円 （交通費別途・高校生半額）  

 
更におかわり！な厳冬期合宿！一年で最も寒い時期、

だからこそ見られる景色があり、遊べる遊びがある！！ソ

リはもちろん、スノーシューで森の探検にも行こう！川場

を飛び出して、アチコチの“すごいところ”へ挑戦も！？た

だ、ほんとに寒いので、装備はしっかりする必要がある

よ！！子どもたちが好奇心や冒険心を自然の中で試し、五

感をたくさん働かせて小さな原体験をなるべく多 く経験する

場…を目指します。【催行人数６～１２名程度】    

［手前味噌を作る］  

３/２(金･夜)２０：３０上毛高原ｏｒ２１：１０沼田集合 

３/４(日) 午前 or午後沼田駅解散  

参加費：１２０００円（２泊４食含む） 

 
毎年恒例の味噌作り。２０１８年も「山の家ブランド」の本格

手作り味噌をつくりましょう！朝からゴオゴオ火を焚いて、じっく

り大鍋で大豆を煮て、仕上げはみんなでこねて投げてのワイワ

イイベント♪みなさんも一緒に、美味しい手前味噌を作りまし

ょー！今年の大豆はナント、コメポンの“仙人大豆（勝手に命名

ｗ）”を使用予定！乞うご期待◎（お味噌のお土産あり） 
 

 

☆川場で朝まで語らＮＩＧＨＴ☆ 
３/１０(土)-１１（日） 
「法人理事会」「法人総会」「応援しちゃう会」 

「新年度の企画大会議！！」≪語らＮＩＧＨＴ☆（ロング）≫ 

参加費：７０００円程度 
 

 
「ＮＰＯ法人あるきんぐクラブ・ネイチャーセンター」の総会で

す。理事と正会員が集まり１年の報告と新年度の事業などに

ついて話します。（←固い部分、ちょっと） その後は語る会で、みん

なでワイワイ過ごします！（←いつも通りの部分大半。笑） ４月～の企

画会議もここでやっちゃいます。アイデア、大募集！※総会か

らのオブザーバー歓迎！日曜日にはみんなでどっかにプチアウ

トドア、できるかな！？ 
 

【あるきんぐ的卒業旅行宮古島
・ ・ ・

一周の旅】 
 

３月中旬～後半の５泊６日 

参加費：６万円（※飛行機代別現地集合・食費日毎別徴収） 

対象：基本高校３年生≪最低限宮古島に現地集合できる人≫ 
 

６年 連 続 実 施 の宮 古 島 一 周 の歩 き旅 。歴史を積み重

ね、宮古島の島民のみなさんをして「嗚呼、またリアカーが来

る季節だねぇ」と、少し早い春を告げる存在となっています

（笑）。ただこのイベント、参加者が毎年集まるかが微妙･･･。

催行できるか否かを握る、「熱い参加表明」お待ちしてます◎  

 
☆南相馬でお手伝い☆ 特別 

３１/２２（木）-２５（日） 
参加費：活動中かかる経費をワリカン予定 
 

クラブとはいろいろと縁のある南相馬市。タケは今年度、毎奇

数月にお手伝いに行っています。興味ある方、是非直接連絡

を！【担当：タケ】 

１、 イベントは、特別な表記のあるものを除いて大人も子ども(３歳以上 )も同料金です。 

但し、１・２歳児に関しては１泊について５００円の施設使用料のみいただきます（０歳児は無料）  
 
２、イベントを部分参加される場合も、特別な場合を除いて料金は全額お支払いいただきます 
 



◎その２：会員家族はあるきんぐクラブの“マニアな利用法” ①「山の家ゲストハウス的Ｂ＆Ｂ利用」 

②「若者部屋等格安部屋の宿泊」③「キャンプサイトの宿泊利用（冬季は閉鎖）」が可能に！  
 
◎その３：『会員割引』・・・会員の方はイベント時会員家族全員が各々１０００円引きで参加できます。 

            ※キャンプ・合宿については兄弟割引あります。それは参加の際お知らせします。 
 

【会員制度について補足】： 
 
わたしたちの『会員』のとらえ方は少し独特です。応援者を募る面はもちろん前提としてありますが、それ以

上に強いのは「友達になりたい┯」という感覚です。顔見知りになり、お互いの考えを知り、信頼関係を

持つことができれば、このあるきんぐクラブの持つ様々な「財産」をより柔軟に、より有益に使えるのではない

かと考えています。あるきんぐはまだまだ可能性いっぱい。一緒に育み、一緒に遊んでくれる人、大募集◎ 

 
 
 

一歩先行く【あるきんぐクラブの施設】の使い方  
 
今なお、あるきんぐクラブは世代交代のど真ん中にあります。そのため使い方も探り

探り（笑 ）。そのなかで、宿泊に関しては前期同様、基本は会員限定での「Ｂ＆Ｂ利

用 （１泊朝食 ）」をお願いしています。旅のスタイルにあわせ、夕食は外食ｏｒオプション

での「ナニカＤＥご飯」から選択ください（前期は「焚き火ＤＥご飯 」だったのですが、冬季

は寒くて無理なので、基本鍋物が中心になるかと思います）   
また、長期宿泊も可能な若者部屋の利用など、会員さん限定でご利用いただけます （※キャンプサイトは冬

季閉鎖）。一歩進んだあるきんぐクラブの利用法、是非お試しください！！ 
 

◇“会員限定” 山の家ゲストハウス的利用料金表◇ 

 基本Ｂ＆Ｂプラン（一泊朝食） ＋『ナニカＤＥご飯』 ＋昼食  素泊まり 

料金 
（３歳以上同料金） ￥５０００ ＋￥１５００ ＋￥８００  ￥３５００ 

*１・２歳に関しては、１泊につき５００円の施設利用料をいただきます（０歳は無料） 

*「ナニカＤＥご飯」は挑戦的企画。状況に応じて様々に変化します。 ＊冬季は別途暖房費１泊１名￥２００かかります。  

＊送迎は基本川場村内に限りますが状況次第では沼田駅までも可能です（要ガソリン代カンパ） 
 

◇『若者部屋』の利用について◇ 
 
金は無い！しかし時間とエネルギーはある！という若者 （俗 に１８歳以上 ２２歳未満

程度 ）たちがあるきんぐクラブで活躍しやすいよう、山の家の利用とは違う破

格の「若者部屋 （自炊可能）」宿泊プランを用意しました。 

驚きのその価格設定はなんとっ！⇒  ￥時価  （笑） 
 
違う言葉で言えば『応相談』です。労働払い、貢献払いももちろん可能。 

「コミュニケーション無くして 宿泊無し！」 志ある若者よ、連絡を待つ！ 
 

◆ ＜その他＞のご利用について ◆ 

『あるきんぐクラブ』は、様々な可能性を持っています！グループまたは個人でのさまざまな「やりたい！」を応援します☆ 
 
[相談次第で使い方イロイロ！！] 
 
例１）：オーダーメイドのプログラム：「自分の仲間だけであるきんぐクラブが提供する自然体験プログラムを…」 

例２）：学校や子ども会・ご自身の所属する団体の“自然体験活動”でクラブを利用する 

例３）：大学のゼミで宿泊と学習の場所の提供と、さらにリフレッシュで自然体験活動を… 

例４）：あるきんぐクラブでボランティアや研修、居候（いそうろう）をしたい    ・・・などなど 
 

 申し込み・問い合わせ、とりあえずなんでもまずは、直接連絡くださ～い！ 

 
ＮＰＯ法人＜あるきんぐクラブ・ネイチャーセンター＞  

378-0105 群馬県利根郡川場村大字小田川１８ 
 

代表： 辻田洋介（ヨースケ） ＴＥＬ：０９０－３５９８－３４８０ ｍａｉｌ：arukingyu@gmail.com 
  

◇ホームページ：あるきんぐクラブ → 検索 http://www.morigasuki.org/ 
 

◆ブログ＜森が好き＞： 森が好き  → 検索  http://blog.goo.ne.jp/kaminari56       

 

若者部屋外観 

http://www.morigasuki.org/

