
南房総市の平群（へぐり）地域には古くから伝わる「平群天神

社祭り」があります。

提灯明かりがとっても綺麗な担ぎ屋台やお囃子を見に行こう。

また、築１８０年の茅葺き屋根の古民家に泊まって、周辺の里

山遊びやハイキングに出かけよう！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

E ﾒｰﾙ
中止について／天災による運行不能の場合、またはお申込み人数が最少催行人員

キャンセルの

費用の

■開催日程

■参加費用

■参加対象

■場
費用に含まれるもの／食費（朝

※ご自宅～

※７～８

班分けは運営団体に一任下さい。

お申込み・お問合せは

 

■スケジュール

 

午
前

 
午

後
 

夜
 

 

南房総市の平群（へぐり）地域には古くから伝わる「平群天神

社祭り」があります。

提灯明かりがとっても綺麗な担ぎ屋台やお囃子を見に行こう。

また、築１８０年の茅葺き屋根の古民家に泊まって、周辺の里

山遊びやハイキングに出かけよう！

 

           

ﾒｰﾙ camp@chiba
中止について／天災による運行不能の場合、またはお申込み人数が最少催行人員

キャンセルの場合／キャンプ開催日

費用の 40％、キャンプ出発前にキャンセル

■開催日程 １０１０１０１０
■参加費用 ５５５５
■参加対象 小学１～６年
■場   所  千葉県南房総市平久里下

費用に含まれるもの／食費（朝

※ご自宅～JR 岩井駅までの交通費は別途必要です。例）

※７～８人にひとりのキャンプリーダーが付き添います。体力・経験に合わせた班編成で運営。

班分けは運営団体に一任下さい。

お申込み・お問合せは

 

千葉自然学校

■スケジュール

 １日目 

午
前

 

・・・・千葉駅東口千葉駅東口千葉駅東口千葉駅東口

・・・・岩井駅岩井駅岩井駅岩井駅

古民家ろくすけ古民家ろくすけ古民家ろくすけ古民家ろくすけ

①①①①    お友達作りお友達作りお友達作りお友達作り
～はじめまして、こんにちは～

 昼食（持参のお弁当）
午

後
 

②②②②フリープランフリープランフリープランフリープラン
～裏庭であそぶ、カニ取りに行く、焚火でおやつ作り

③③③③    森で薪を拾って夕食作り森で薪を拾って夕食作り森で薪を拾って夕食作り森で薪を拾って夕食作り

入浴 

夜
 

④④④④    平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう
 ～地域とのふれあい、伝統あるお祭りを見に行こう～

～古民家泊

 
もちものもちものもちものもちもの 

お弁当・水筒・帽子・

南房総市の平群（へぐり）地域には古くから伝わる「平群天神

社祭り」があります。 

提灯明かりがとっても綺麗な担ぎ屋台やお囃子を見に行こう。

また、築１８０年の茅葺き屋根の古民家に泊まって、周辺の里

山遊びやハイキングに出かけよう！

 

           

@chiba-ns.net  ホームページ
中止について／天災による運行不能の場合、またはお申込み人数が最少催行人員

キャンプ開催日 20 日前～

％、キャンプ出発前にキャンセル

１０１０１０１０////
５５５５,,,,００００００００００００
小学１～６年
千葉県南房総市平久里下

費用に含まれるもの／食費（朝 1.昼 1

岩井駅までの交通費は別途必要です。例）

人にひとりのキャンプリーダーが付き添います。体力・経験に合わせた班編成で運営。

班分けは運営団体に一任下さい。 

お申込み・お問合せは

自然学校 検索

■スケジュール ※天候、参加人数などにより交通手段、体験プログラムが変更になることがあります。

 

千葉駅東口千葉駅東口千葉駅東口千葉駅東口        8888：：：：

岩井駅岩井駅岩井駅岩井駅            １０：１０：１０：１０：

古民家ろくすけ古民家ろくすけ古民家ろくすけ古民家ろくすけ    到着到着到着到着

お友達作りお友達作りお友達作りお友達作り  
～はじめまして、こんにちは～

昼食（持参のお弁当） 

フリープランフリープランフリープランフリープラン    （田舎を満喫）（田舎を満喫）（田舎を満喫）（田舎を満喫）
裏庭であそぶ、カニ取りに行く、焚火でおやつ作り

森で薪を拾って夕食作り森で薪を拾って夕食作り森で薪を拾って夕食作り森で薪を拾って夕食作り

平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう
～地域とのふれあい、伝統あるお祭りを見に行こう～

古民家泊～ 

お弁当・水筒・帽子・防寒着・タオル・洗面用具

南房総市の平群（へぐり）地域には古くから伝わる「平群天神

提灯明かりがとっても綺麗な担ぎ屋台やお囃子を見に行こう。

また、築１８０年の茅葺き屋根の古民家に泊まって、周辺の里

山遊びやハイキングに出かけよう！ 

 

               

ホームページ http://
中止について／天災による運行不能の場合、またはお申込み人数が最少催行人員

日前～8 日前にキャンセルした

％、キャンプ出発前にキャンセルした場合･･･費用の

////２４２４２４２４
００００００００００００円円円円    

小学１～６年 20
千葉県南房総市平久里下  古民家

1.夕 1）・施設使用料

岩井駅までの交通費は別途必要です。例）

人にひとりのキャンプリーダーが付き添います。体力・経験に合わせた班編成で運営。

 

お申込み・お問合せは 

検索 

※天候、参加人数などにより交通手段、体験プログラムが変更になることがあります。

：：：：３０３０３０３０集合集合集合集合（JR

１０：１０：１０：１０：3333０集合０集合０集合０集合    （

到着到着到着到着    

～はじめまして、こんにちは～ 

 

（田舎を満喫）（田舎を満喫）（田舎を満喫）（田舎を満喫）
裏庭であそぶ、カニ取りに行く、焚火でおやつ作り

森で薪を拾って夕食作り森で薪を拾って夕食作り森で薪を拾って夕食作り森で薪を拾って夕食作り    

平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう
～地域とのふれあい、伝統あるお祭りを見に行こう～

・タオル・洗面用具・長袖・長ズボン

南房総市の平群（へぐり）地域には古くから伝わる「平群天神

提灯明かりがとっても綺麗な担ぎ屋台やお囃子を見に行こう。

また、築１８０年の茅葺き屋根の古民家に泊まって、周辺の里

 

 

  NPO 法人

【平日

http://www.chiba
中止について／天災による運行不能の場合、またはお申込み人数が最少催行人員

キャンセルした場合･･･費用の

場合･･･費用の 50％、キャンプ開催後にキャンセルした

２４２４２４２４（（（（土土土土））））～～～～

        

20 名  

古民家 ろくすけ
）・施設使用料・プログラム費

岩井駅までの交通費は別途必要です。例）千葉駅－岩井駅間

人にひとりのキャンプリーダーが付き添います。体力・経験に合わせた班編成で運営。

←千葉自然学校ブログ

里やま・里うみ

自然体験

※天候、参加人数などにより交通手段、体験プログラムが変更になることがあります。

JR 内房線で移動）    

（車で古民家へ） 

（田舎を満喫）（田舎を満喫）（田舎を満喫）（田舎を満喫）        
裏庭であそぶ、カニ取りに行く、焚火でおやつ作り！～ 

平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう
～地域とのふれあい、伝統あるお祭りを見に行こう～ 

長袖・長ズボン・雨具（

【【【【1111 泊泊泊泊 2222 日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】

南房総市の平群（へぐり）地域には古くから伝わる「平群天神

提灯明かりがとっても綺麗な担ぎ屋台やお囃子を見に行こう。

また、築１８０年の茅葺き屋根の古民家に泊まって、周辺の里

 

法人千葉自然学校

TEL

平日 10:00～19:00
chiba-ns.net/ 〒

中止について／天災による運行不能の場合、またはお申込み人数が最少催行人員(定員の半数

場合･･･費用の 20％、7 日前

キャンプ開催後にキャンセルした

～～～～２５２５２５２５

ろくすけ（屋号） 

プログラム費・指導運営費・印刷費

千葉駅－岩井駅間 往復 1,320 円 

人にひとりのキャンプリーダーが付き添います。体力・経験に合わせた班編成で運営。

←千葉自然学校ブログ 

里やま・里うみ 

自然体験 

※天候、参加人数などにより交通手段、体験プログラムが変更になることがあります。

２日目

    

 
朝食

⑤⑤⑤⑤    御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！
 ～お祭りでもり上がった町を山の上から眺めよう～

    お弁当をみんなで作ってハイキングに出かけよう！

   おやつは何にしようかな。

古民家ろくすけ古民家ろくすけ古民家ろくすけ古民家ろくすけ

・・・・岩井駅岩井駅岩井駅岩井駅

・・・・千葉駅千葉駅千葉駅千葉駅

平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう平群（へぐり）地区のお祭りへでかけよう 
※ 築１８

トイレ

雨具（ｶｯﾊﾟ）・１日分の着替え

日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】

～古民家にホームステイ

南房総市の平群（へぐり）地域には古くから伝わる「平群天神

提灯明かりがとっても綺麗な担ぎ屋台やお囃子を見に行こう。

また、築１８０年の茅葺き屋根の古民家に泊まって、周辺の里

 

千葉自然学校

TEL:043043043043
19:00（月曜定休・土曜日曜祝日は転送または留守電対応）

260-0015 千葉市中央区富士見
定員の半数)に満たない場合はプログラムを中止にする場合があります。

日前～2 日前にキャンセルした

キャンプ開催後にキャンセルした場合･･･費用の

２５２５２５２５（日）（日）（日）（日）    

印刷費等 

 

人にひとりのキャンプリーダーが付き添います。体力・経験に合わせた班編成で運営。 

※天候、参加人数などにより交通手段、体験プログラムが変更になることがあります。

２日目 

朝食 

御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！
お祭りでもり上がった町を山の上から眺めよう～

お弁当をみんなで作ってハイキングに出かけよう！

おやつは何にしようかな。

古民家ろくすけ古民家ろくすけ古民家ろくすけ古民家ろくすけ    

岩井駅岩井駅岩井駅岩井駅                

千葉駅千葉駅千葉駅千葉駅東口東口東口東口        

築１８０年の古民家を貸切

トイレとお風呂

１日分の着替え・懐中電灯

日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】

古民家にホームステイ

 

千葉自然学校 キャンプ受付窓口

043043043043‐‐‐‐222202020202
（月曜定休・土曜日曜祝日は転送または留守電対応）

千葉市中央区富士見
に満たない場合はプログラムを中止にする場合があります。

にキャンセルした場合･･･費用の

場合･･･費用の 100％を取消料として申し受けます。

※天候、参加人数などにより交通手段、体験プログラムが変更になることがあります。 

御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！
お祭りでもり上がった町を山の上から眺めよう～

お弁当をみんなで作ってハイキングに出かけよう！

おやつは何にしようかな。 

    出発出発出発出発    （車で岩井駅

    14141414：：：：30303030 解散解散解散解散

    16161616：：：：15151515 解散解散解散解散

０年の古民家を貸切

風呂は改築しています

懐中電灯・常備薬・保険証

日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】日・古民家泊・雨天決行】    

古民家にホームステイ

～御殿山

 

キャンプ受付窓口

02020202‐‐‐‐
（月曜定休・土曜日曜祝日は転送または留守電対応）

千葉市中央区富士見 2-3
に満たない場合はプログラムを中止にする場合があります。

場合･･･費用の 30％、前日

％を取消料として申し受けます。

御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！御殿山ハイキングに出発！    
お祭りでもり上がった町を山の上から眺めよう～

お弁当をみんなで作ってハイキングに出かけよう！

岩井駅へ） 

解散解散解散解散（JR 内房線で移動）

解散解散解散解散    

０年の古民家を貸切 

しています！ 

保険証・おこづかい

古民家にホームステイ

御殿山山頂から眺める平群の里

  

キャンプ受付窓口 

‐‐‐‐7777173173173173
（月曜定休・土曜日曜祝日は転送または留守電対応）

3-1 塚本大千葉ビル

に満たない場合はプログラムを中止にする場合があります。 

％、前日にキャンセルした

％を取消料として申し受けます。 

お祭りでもり上がった町を山の上から眺めよう～ 

お弁当をみんなで作ってハイキングに出かけよう！ 

内房線で移動） 

・おこづかい 

古民家にホームステイ～

山頂から眺める平群の里

 

173173173173 

（月曜定休・土曜日曜祝日は転送または留守電対応）】 

塚本大千葉ビル 7F 

した場合･･･

～ 

山頂から眺める平群の里～ 


