
   
 

  

 

                           
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

     イベント名 ・その他             内   容  

☆雑居まつり（第４１回） 
＠世田谷羽根木公園☆ 
１０/９（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☆ 
 
この日サマキャン参加者へは「報告集」を配布します！ 

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、そして、川場産のリンゴと美味しいコーヒーを用意してお待

ちしています！今年は１１月に開催の『３５周年記念行事盛り上

げプラン』を考えるコーナーも！？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！！！」 

子ども対象！ １泊２日のほんわか合宿 

【ポニーと一緒に野遊び合宿 in茨城】  
１０/１５（土）～１６（日） 北千住駅集合・解散 

※詳細は申し込み受付後に連絡します 

参加費：￥１８０００（交通費別途・高校生半額＜半スタッフ＞） 

参加対象：小学１年生～高校３年生（定員１０名程度） 

【最少催行人数５名】  

 
今年度に入り、ＧＷ、夏休みと二度実施した『ポニーイベン

ト』。秋は場所をネギちゃんのホームコート、通称「キンタロー

ハウス」にかえての開催です◎茨城県阿見町にあるネギ家。

「北千住駅」から電車で一本の好立地。着いたそのときから

ポニー三昧！近所には、霞ヶ浦＆海に巨木の森、更には超巨

大大仏まで名所盛り沢山！？夜はドラム缶風呂＆焚き火を囲

んでの「眠っちゃダメ！ナイト☆」。充実のメニュー＆スタッフだ

けど、定員はごく少数！ 短期なので初心者もＯＫ！    
満員御礼  １０/２２(土 )～２３(日 )  

      １０/２９(土 )～３０(日 ) 

１1/５(土 )～６(日 ) 

団体での利用予約ありで、既に 

満員御礼です。すいませーん！！ 

 
第２３回 『チャランケ祭２０１６』に出展☆ 

と き：１１月５日(土)12:00〜19:30 

       ６日(日)10:00〜19:30   
ところ：中野・四季の森公園  入場無料／雨天決行  

サマーキャンプでスタッフをしている大 

学生“ゆたか”が、今年副実行委員 

長を務めるおまつり“チャランケ祭り” 

に今年もあるきんぐブースを出します。 

今年は初日 11/5 ヨースケも参戦予定！！ 
 
≪「紅葉」をあるこうよぅ！≫ コースプロ 
１１／１２（土 ）１０：１５沼田駅集合→「旬」な場所をハイキング 

１１／１３（日）午前中沼田駅解散   

参加費：１２０００円（１泊２食） ○日 ：３５００円（昼食込） 
 

 
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） 
※紅葉の状況次第では、沼田駅以外の集合もあります。   

[秋の森であそぼー！] ファミリー合宿 
 
１１/１８(金・夜) ２０：３０上毛高原 or２１：１０沼田集合  

１１/２０(日 )午前 or午後沼田駅解散  

参加費：１２０００円（２泊４食） ○日 ：３５００円（昼食込） 

 
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 ！昨年は「ツル人間 」も誕生 したよ

（笑 ） みんなで秋の森で野生的にあそびましょう！   
◎あるきんぐクラブ３５周年記念パーティー◎ 

２０１６年１１月２３日（水・祝） １２：００～ 
＠東京代々木オリンピックセンター  

 
ついに全貌が決定！！！山の家だより２７０号に、別紙で

「チラシ」、そして返信用の「出欠ハガキ」を同封しまし

た。あるきんぐクラブ３５年の歴史をつくったのは、紛れ

もなく“みなさん”です！是非、ご参加ください！！！！ 
 

２０１６年１０月～２０１７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 

おいでおいでプログラム 

☆見る上での“おやくそく”☆ 
 
① 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）。 

② この組まれたイベントの日程以外でも、イベント・合宿の「手作り」が可能です。是非お気軽に相談ください。 

③ イベント一ヶ月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、他のイベントに変更する可

能性があります。イベントへの申し込みはお早めに！（特に【最少催行人数】のあるもの） 

④ イベント最終日の昼食は、事前予約になります！イベント予約時にお知らせください。≪一人￥８００》  

⑤ なにか分からないことがありましたら、まずはお電話を！ ⇒０２７８－５２－３３２８ 



 
☆南相馬でお手伝い④☆ 特別 

１１/２５（金）-２８（月） 
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！（※詳しくは山の家だより２７０号にて。）【担当：タケ】 

 
ゆとりの空き日程＜一般宿泊大歓迎エリア＞ 

◇１２/３（土）-４（日） 

＜この時期のお楽しみキーワード＞ 

ごったくまつり・ごったくまつり・ごったくまつり（笑） 

 

＋【ごったくまつり
群馬北部の市民のまつり

】もご一緒にいかがですか？ 
 １２/４（日）１０：００頃～  

 

群馬県北部「北毛地域」の市民が力を合わせて創る

手作り感 １００％のおまつり。あるきんぐも毎年ブース出

店というカタチで参加しています。ＰＳ：将来は田舎暮らし

を…と狙っている方！いろんな人とつながるチャンスですよ～☆  
  

羊の毛をつかっての手作りイベント 

[“ハッとするハット”をつくろー]ファミリー合宿 
 
１２/９(金・夜) ２０：３０上毛高原 or２１：１０沼田集合  

１２/１１(日)１０：００頃沼田駅解散  

参加費：￥１２０００（２泊４食） ○日 ：３５００円（昼食込） 
 

今回の手作 り手仕事のテーマは「ハッとするハット」で

す。自分の頭のカタチに羊毛を合わせてフェルト化さ

せ、世界でたったひとつの「ＭＹハット」をつくりましょう！

その他、各自やりたいこと持参ももちろんＯＫです！手仕

事の合間に羊の小屋掃除やみんなで遊んだり、羊の

散歩にも行けるカナ？みんなでのんび～りしながら、手

作りの営みを存分に楽しみましょう。（※材料費は別途） 
  

☆コメポン宅へ修行にいくぞ！？☆ 特別 

 ～今回は、岩手の温泉巡りもしちゃうぜＳＰ！～ 
 

１２/１５(木)-１８(日)（※参加は出入り自由） 
参加費：実費＋交通費各自 ＆ コメポンへお土産 

☆日程・交通の相談含め、参加したい人は直接連絡下さい！ 

岩手で古民家を借りて、一人新天地を切り開く男、我らの憧

れコメポン仙人！そんなコメポンのもとへみんなで“修行”に

いきましょう！ただ注目すべくは、この時期は「農閑期」…、っ

てことで、岩手の名所＆温泉巡りもできるか！？日程は平日始

まりですが、いけるところでの参加でＯＫ！池袋等々からの夜行

バスもあります◎電車の場合も迎えにいけます。参加希望者

はまず連絡を！あ、コメポンへのお土産は各自用意ですよ！ 

ゆとりの空き日程＜一般宿泊大歓迎エリア＞ 

１２/２３（金・祝）～２５（日）の『３連休』 

＜この時期のお楽しみキーワード＞ 

もしかしたらの早い雪！？山地に行けば、スノーシューなど？ 

露天風呂が最高に気持ちいい季節  、冬合宿準備！？ 
 
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！～真・ソリストの祭典～】 合宿  

１２/２７(日)上野駅中央改札口集合 

１２/３０(火)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２泊予定！！若干

（かなり？）ハード系な、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）【最少催行人数５名 】 
 

 

 
 
＜２０１７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 
１/６(金)上野駅中央改札口集合 

１/８(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）  

  
２０１７年一発目のイベントは“子ども対象合宿”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！動物に会いたいね！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。 【最 少 催行人数 ５名 】   
 
☆南相馬でお手伝い⑤＜平日編＞☆ 特別 

１/１０（火）-１３（金） 
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！（※詳しくは山の家だより２７０号にて。）【担当：タケ】 

満員御礼  １/１４(土 )～１５(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！！ 
 



 
※また、これ以降は２０１７年４月の新年度『森と人』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。（連絡先は最終ページに！）  

「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） 
  

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☆  

 

≪スノーシューで冬の森を愛でる≫ コースプロ 
1／２１（土 ）１０：１５沼田駅集合⇒積雪が“旬”なところへ 

１／２２（日 ）午前中沼田駅解散  ＜タケイベント＞ 

参加費：１２０００円 （１泊 ２食） ○日 ：３５００円（昼食込） 

 
もはやお馴染みのスノーシュー。歩くだけではなく、森を堪能し

ながら、木々を愛でながら歩くスノーシューも格別ですよ♪コー

スは「旬（＝雪の状態）」を感じながら暮らす地元の我々にお任

せいただきます。コース候補は：①沼田玉原のブナ平コース②

谷川岳一ノ倉沢③川場牧場等々。（初日昼食持参・スノーシ

ューレンタル代込） 
   

[雪とあそぼ⑤連発！]の空き日程 

ファミリー合宿  
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】 
①１/２７（金）-２９（日）  「まだ空いています！！！」 

②２/３（金）-５（日）   「まだ空いています！！！」 

③２/１０（金）-１２（日）  「残席わずか、お早めに！！！」 

④２/１７（金）-１９（日）  【満員御礼】 

⑤２/２４（金）-２６（日）  「まだ空いています！！！」 
 

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一日☆予約はお早めに！  
 

 

［手前味噌を作る］ ファミリー合宿 

３/３(金･夜)２０：３０上毛高原ｏｒ２１：１０沼田集合 

３/５(日) 午前 or午後沼田駅解散  

参加費：１２０００円（２泊４食含む）○日 ：３５００円（昼食込） 

 
毎年恒例の味噌作り。２０１７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♪夜は最近のはやりもの、大豆コロッケも！？みなさ

んも、美味しい手前味噌を作りましょう！（お味噌のお土産あ

り。国産大豆使用予定） 
 

 

☆川場で朝まで語らＮＩＧＨＴ☆ 
     ～４月からどーするどーする SP～ 特別プロ 

３/１１(土)-１２（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：一般宿泊価格＋α 
 

 
「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～タケ

＆ミツエが抜けちゃう山の家の在り方を一緒に考えてもらいま

ーす（←マジ！！）。アイデア、大募集！※総会からのオブザー

バー歓迎！日曜日にはタケのプチアウトドアがあるかも！？ 
 

【あるきんぐ的卒業旅行宮古島
・ ・ ・

一周の旅】 
 

を、今年はできるのか！？ 
  

『宮古島歩き旅  存亡の危機 !?』 

 
５年 連 続 実 施 の宮 古 島 一 周 の歩 き旅 。歴史を積み重

ね、年々おもしろくなっていることは間違いありません！しかし、

あるきんぐクラブの歴史の中で初めて迎える『タケ・ミツエの完

全引退』目前の３月末のこの時期、果たしてできるのか！？絶

賛悩み中…。熱烈に参加を希望する声がなければ、今年は

無し…と本気で思ってます。覆す情熱ある人連絡ください。  
☆南相馬でお手伝い⑥☆ 特別 

３１/２３（木）-２６（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！（※詳しくは山の家だより２７０号にて。）【担当：タケ】 

１、 イベントは、特別な表記があるもの以外は、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 
 



会員になっていただくと、以下お得な３つの特典があります！是非ご登録いただくようお願いします┯  
 

＜お得な特典  ＞ 
 
◎その１：年４～５回発行されるクラブの機関誌「あるきんぐクラブ山の家だより」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） 
 
◎その２：会員家族は山の家の“マニアな利用法”①「団体貸切利用」②「若者部屋等宿泊」③「山の家素泊まり」④

「キャンプサイトの貸切使用」が可能に！（※詳しい利用法については紙面後半別項目にて） 
 
◎その３：『会員割引』・・・会員の方はイベント時下記の割引が適用されます（※一般宿泊についてはＰ８） 
  

【┯イベント参加┯】 
特に定めのないイベントでは、会員は以下の２項目の割引のどちらかを選べます。 

（子どもが２人以上参加する場合、多くの場合は②の方がお得になります！「子育て、応援しますっ！」） 
 
①イベントを会員家族全員が１０００円引きで参加できます（※日帰りの場合は参加料金－￥５００） 

            ｏｒ 

②「多子化応援割引」として総額から、『￥１０００×（子ども＜３歳～小学生＞の数）２』分の料金を割引きします！ 

                           ＜※注：割引上限額→￥１５，０００まで＞ 
 
※なんと、家族が３名以上の場合、年一度イベントに参加していただくと、アッと言う間に元が取れちゃうという

経済性を無視したすごいシステムです （笑 ） また、会員になっていただくことで「顔の見える関係性」ができると考

えています。手続きも簡単ですので、どうぞお気軽にご登録ください♪ 

 

【あるきんぐクラブ“山の家”】の使い方  
 
ネイチャーガイドロッジ＜あるきんぐクラブ山の家＞は宿泊施設として認可（旅館業法）された 

施設で、“一般宿泊”も受け入れています。贅沢な施設やサービスはありませんが、自然に 

囲まれた静かな環境でゆっくりお過ごしいただけます。食事は丹精込めた田舎料理。山の家 

で「タケ」と「ミツエ」が、みなさんと会えることを楽しみにしています！どうぞよろしくお願いします。 
 
◇ 山の家の＜一般宿泊料金＞ ◇ 

☆会員家族の方は、この価格表記より￥５００引きします！（素泊まりは割引なし） 
 

 １泊２食付 １泊夕食のみ １泊朝食のみ 素泊まり 
 
大人（中学生以上） 
 ７５００円 ７０００円 ５０００円 ３５００円 

（会員限定 

  ・割引なし） 

 
子ども（３歳以上） 
  ５５００円 ５０００円 ４０００円 
 
１・２歳 
 

１泊につき５００円の施設利用料をいただきます。 ＜０歳児は無料＞ 
 
＊昼食（８００円）は事前に申込みが必要になります ＊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） 

＊キャンセル料金（イベントも同規定） 
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％です。支払いに関しては直接又は

郵便振替 （口座名＝あるきんぐクラブ 番号＝００３００-９-１８５１７）を利用下さい 

 
  ＮＰＯ法人＜あるきんぐクラブ・ネイチャーセンター＞  

ネイチャーガイドロッジ≪あるきんぐクラブ山の家≫ 
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２７８-５２-３３２８  

378-0105 群馬県利根郡川場村大字小田川１８ 
 

＜各担当直通電話＞ 

★プログラム担当★：辻田洋介（ヨースケ）  

ＴＥＬ：０９０－３５９８－３４８０  

ｍａｉｌ：arukingyu@gmail.com 
 

●山の家担当● ：竹内成光 （タケ） 美津江 （ミツエ） 

ＴＥＬ：０９０－２５４５－４６７８ 

ｍａｉｌ：morigasuki@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://b log.goo.ne.jp/kaminari56        

 
くまこ 

 

タケ＆ミツエ 山の家 

「顔の見える関係（会

員さん）」だからできる

“素泊まり制度”も

あります！外に食べに

行くのはもちろん、野

外で自炊に挑戦！も

ありですよ☆ 


