令和３年度

主催事業

「井川 de 山菜グルメ」実施要項

１
２
３

日時
令和３年４月 24 日(土)～４月 25 日(日)１泊２日４食付き
場所
静岡市南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家
ねらい
(１) 井川の地域資源の山菜を活用するとともに、参加者が自然の恵みのありがたさや自然とふれあう楽しさ
に気付く。
(２) 所内山菜採りハイクや山菜の天ぷら作り、野外ミッションゲームを通して、視覚や触覚、味覚で井川の
春を味わうとともに、家族で井川の自然に楽しくふれあう。
４ 参加者 家族８組
５ 参加費 ※ おつりのないようにご協力ください。
区分
参加費
参加費内訳
一般居室
特別室
・宿泊費
宿泊部屋
本館・新館２階宿泊
新館１階宿泊
※ 一般居室と特別室の宿泊費は異なります。
30 歳以上
4,870 円
5,560 円 ・シーツ代 280 円 ・保険料 300 円
高校生～29 歳
4,550 円
5,010 円 ・食費 3,350 円
３歳～中学生
4,240 円
4,470 円 ※ ２歳以下は保険料のみですが、食事や布団(シー
ツ)を希望する場合は、別途料金をいただきます。
２歳以下
300 円
300 円
参加費とは別途に、１グループごと、備品使用料、活動費として、700 円をいただきます。
６

日程
※ 天候等で、別の活動プログラムに変更する場合がございますので、ご承知おきください。
※ 新型コロナウィルス感染拡大防止の対応に伴い、参加者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解
とご協力をよろしくお願いいたします。
１日目 ４月 24 日(土)
時刻
活動内容
集合場所
留意点
11:00 受付開始(～11 時 40 分)
正面玄関 ・ 受付後、部屋に荷物を置き、お部屋で過ごされた
検温・集金
り、屋外を散策されたりしても構いません。
※ 11 時 40 分に食堂へお集まりください。
11:45 始めの会
食堂
・ 食堂に入室される際、各自、食堂の洗面所で手洗
い、うがい、アルコール消毒を行っていただき、指定
12:00 昼食
食堂
されたテーブルへお進みください。
自由時間
・ 昼食後、屋外を散策されても構いません。
13:30

所内山菜採りハイク開始

集会広場
小雨決行

・ 所内山菜採りハイクで必要な持ち物を持って、集
会広場へお集まりください。
・ 小グループに分かれて、スタッフと一緒に所内で
山菜採りを行います。

15:00

所内山菜採りハイク終了
自由時間

各部屋

・ 屋内へ戻られる際、各自、正面玄関でアルコール消
毒を行っていただき、各部屋へお進みください。

15:30

講師による山菜のチェック

食堂

・ 収穫した山菜と山菜の天ぷら作りで必要な持ち物
を持って、食堂へお集まりください。

16:30

山菜の天ぷら作り・夕食

食堂

・ 食堂に入室される際、各自、食堂の洗面所で手洗
い、うがい、アルコール消毒を行っていただき、指定
されたテーブルへお進みください。
・ グループごと、山菜の天ぷら作りを行っていただ
き、適時、夕食としてお召し上がりください。

18:00

片付け

食堂

・ 山菜の天ぷら作りでご使用した道具の片付けをお
願いいたします。

19:00

入浴・自由時間

各部屋

・ ご家族ごとに入浴の時間を指定させていただきま
す。
・ 多目的室で、所員による春の星の話(１回目 19 時
00 分、２回目 19 時 40 分、３回目 20 時 20 分)を行
います。お気軽にご参加ください。

各部屋

・ 22 時 00 分から翌朝６時 00 分まで、各部屋でお静
かにお過ごしください。

多目的室で春の星の話(希望制)

22:00

７

８

消灯・就寝

活動内容

２日目 ４月 25 日(日)
集合場所
留意点
各部屋
・ 起床後、ご家族で検温をお願いいたします。
・ シーツ、枕カバーは、各ご家族でひとまとめにして
いただき、事務室前へご返却ください。

時刻
6:00

起床・検温

7:30

朝食

食堂

・ 食堂に入室される際、各自、食堂の洗面所で手洗
い、うがい、アルコール消毒を行っていただき、指定
されたテーブルへお進みください。
・ ご利用した部屋を簡単に掃除していただき、９時
00 分までに事務所へ部屋の鍵をお返しください。

9:00

野外ミッションゲーム

集会広場

・ 各ご家族で所内を散策していただきながら、ミッ
ションに挑戦していただきます。
・ 雨天時は、館内で活動します。

11:00
11:30

アンケート記入・終わりの会
お弁当配付・解散

集会広場

・ アンケートの記入にご協力ください。
・ 終わりの会終了後、お弁当を受け取り、解散となり
ます。

服装
帽子
マスク
活動しやすい服装(所内山菜採りハイク・野外ミッションゲームで汚れる場合がございます。)
防寒着上下(ウィンドブレーカーなど)
運動靴(長靴もお持ちいただくと、雨天時に活動しやすいです。)
持ち物 ※ 持ち物に記名をお願いいたします。
(１) 所内山菜採りハイクで必要な物 ※ ナップザック等に入れてお持ちください。
山菜を入れるためのビニール袋２～３枚
軍手
汗拭き用のタオル
水筒
山菜図鑑(お持ちの方)
雨具(カッパ・折り畳み傘)
(２) 山菜の天ぷら作りで必要な物
バンダナまたは三角巾
ふきん２枚以上
タオル

エプロン
水筒
マスク

(３) そのほか
参加費(封筒に記名・おつりのないように)
洗面用具
入浴用のタオル
マスク
９

着替え
上履きまたはスリッパ
懐中電灯
体温計

お願い
(１) 新型コロナウィルスの感染拡大防止の対応に伴い、以下の方については、本事業のご参加をご遠慮いた
だきます。
・ ４月 24 日(土)当日に、ご自宅をご出発される際、発熱や咳などの症状がある方。
(２) クラスター（集団）感染発生リスクが高い３つの条件が同時に重なることを徹底的に回避するため、以
下の方針にご協力ください。
① 室内の換気を良くする。定期的に外気を取り入れる。（密閉）
② 多くの人が近くに集まるような状況を作らない。（密集）
③ 人が近距離で会話や発声を続ける環境を作らない。（密接）
(３) 活動中に、発熱や咳などの症状がある場合は、参加を中止していただく場合があります。
(４) 退所後、２週間以内に体調不良者が発生した場合は、速やかにご報告ください。
(５) 屋内に入る際には、アルコール消毒や手洗いを実施していただくとともに、途中においても、適宜アル
コール消毒、手洗いを行ってください。
(６) 主催事業当日の具体的な対策等については、当日、別紙にてお知らせします。
抽選について
応募組数が定員を超えた場合は抽選となります。本館・新館２階の「一般居室」のご利用を希望されたご
家族と、新館１階の「特別室」のご利用を希望されたご家族に分けて抽選を行います。予めご了承ください。
なお、
「特別室」の詳細については、自然の家ホームページをご参照ください。

10

諸連絡
(１) 集合
・ 11:00～11:40 の受付時刻に間に合うよう、お越しください。なお、早めに自然の家に来所され、所内を
散策されてもかまいません。
(２) 交通
① 自然の家まで横沢経由で静岡市街地から自家用車で 1 時間 30 分～2 時間程かかります。
② 横沢公衆トイレを越えると急カーブの坂道が 30 分ほど続きます。車酔いも心配ですので、時間に余裕
をもってお越しください。
(３) 気候
・ 自然の家は標高 1000ｍの地点にあり、気温は市街地より６～８℃くらい低いです。
※ 昨年４月の最高気温の平均は 11℃、最低気温の平均は２℃でした。

11

(４) 飲食
① 館内に売店はなく、飲み物の自動販売機しかありません。近隣にはコンビニ等の店舗は一切ございません（葵
区牛妻が最後のコンビニです）
。必要な飲食物は、事前にご用意ください。
② 敷地内は禁煙です。所定の場所以外での喫煙はご遠慮ください。また、本事業は、禁酒とさせていただ
いております。ご理解とご協力をお願いします。
③ 自然保護のため、ゴミのお持ち帰りにご協力ください。
(５) 入浴
① ご家族ごとに入浴のお時間を指定させていただきます。
② 浴室には、シャンプーとボディーソープを置いてあります。タオル類はお持ちください。
③ ドライヤーは脱衣所に備え付けのものを利用し、個人のものはご使用にならないでください（ブレーカ
ーが落ちる原因になります）
。

(６) 部屋
・ 新館１階の4部屋（すばる、ほくと、りゅうせい、ぎんが）に宿泊を希望される方は、本主催事業の参加
申し込みの際に「新館１階特別室を希望する」をご選択ください。
12 そ の 他
(１) ４月 18 日(日)以降のキャンセルにつきましては、原則として、参加費の一部をご負担いただきます。
(２) 当選された方は、４月10日(土)までに、指定のＵＲＬより「事前アンケート」へ必要事項をご入力くだ
さい。アンケートへのご入力が確認できたところで、正式な当選とさせていただきます。
(３) 悪天候等による中止及び日程の変更などの緊急時にはメールにて連絡をさせていただきます。別紙「メ
ール配信登録手順書」の手順に従って、必ずご登録ください。
(４) 井川自然の家、井川地区の詳細については、下記ウェブサイトをご覧ください。
① 井川自然の家ホームページ
https://www.city.shizuoka.lg.jp/052_000006.html
② 静岡市環境創造課が提供しているウェブサイト「南プス」
https://nanpusu.jp/
本事業の手続きの際にいただいた内容は、静岡市個人情報保護条例に基づき、適切に管理し、事業実施後処
分させていただきます。また、この事業以外の目的には利用いたしません。なお、井川自然の家ホームページ・
フェイスブック等に活動の様子を掲載する目的で写真等を撮らせていただいたりすることがあります。ご了承
ください。

〒428-0504 静岡市葵区井川３０５５番地の１
静岡市南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家
ＴＥＬ：054-260-2761 ＦＡＸ：054-260-2219
担当：鷲巣 泰文 (わしず やすふみ)

