
日　時日　時

持ち物持ち物

集合 :   8:45
解散 : 16:20

予定プログラム予定プログラム
 集合・解散時間 集合・解散時間

※1　初回の方は、当日お渡しします。

□水筒（お茶）　  □お菓子 (昼食後食べる程度 )

□お弁当　□おしぼり   □タオル
□かっぱ（上下）　□軍手　□長そで
□レジャーシート（敷物）
□着替え一式 (パンツ、シャツ、靴下 ) 

□ゴミ袋 (お菓子のゴミなどを入れます）

□オリジナル帽子※1　□ファイル※1

08:45　JR芦屋駅　集合

09:01　JR芦屋駅　発

09:16　JR三ノ宮駅　着

09:31　三宮センター街東口　バス　発

10:05　しあわせの村 病院前　着

　　　　現地着

　　　　現地発

15:09　しあわせの村 病院前

15:36　地下鉄三宮駅前

16:58　JR三ノ宮駅　発

16:13　JR芦屋駅　着

16:20　JR芦屋駅　解散

※途中昼食

火でいろいろなものを
燃やしてみよう！

今月は「火ステージ」です。
マッチで火をつけることにド
キドキしたり、この実を燃や
したらどうなるだろう？とワ
クワクして活動していきま
す。
火をつけること、燃やすこと、
大きくすることや、火を使っ
て何かすることを、五感をフ
ルに使い、普段できない火あ
そびを楽しもうと思います。

日曜日：11月 11日 ( 日 )

実施場所：しあわせの村
　　　　　　　　　　　(神戸市 )

集合解散：JR芦屋駅 北側広場 2F
※裏面参照

日　時日　時

持ち物持ち物

イベントの遅延状況や
雨天のプログラムにつ
いての情報を、こちらで
ご確認できます。→→→

●　ポジティブアースネイチャーズスクール　☎075-354-6388　
　　　（10:00～18:00　火・日・祝定休）

●　当日の連絡先（PENS携帯）　080-2511-5556

お問い合わせ先

集合 :   8:45
解散 : 16:20

：「ひステージ/焚き火であたたまろう！」ベーシックコース日

：「ひステージ/焚き火であたたまろう！」
予定プログラム予定プログラム

１１月参加要項
11月ベーシックコースは施設手配の関係により、土曜・日曜で場所が異なります。

アドバンスコースの詳細は裏面に記載しております。

ベーシックコース土

 集合・解散時間 集合・解散時間

※1　初回の方は、当日お渡しします。

□水筒（お茶）　  □お菓子 (昼食後食べる程度 )

□お弁当　□おしぼり   □タオル
□かっぱ（上下）　□軍手　□長そで
□レジャーシート（敷物）
□着替え一式 (パンツ、シャツ、靴下 ) 

□ゴミ袋 (お菓子のゴミなどを入れます）

□オリジナル帽子※1　□ファイル※1

08:45　JR芦屋駅　集合
08:52　JR芦屋駅　発
08:56　JRさくら夙川駅　着
09:14　JRさくら夙川駅　発　バス
09:41　かぶとやま荘　着
　　　　現地　着

　　　　現地　発
15:16　かぶとやま荘　発　バス
15:39　JRさくら夙川駅　着
16:03　JRさくら夙川駅　発
16:06　JR芦屋駅　着
16:20　JR芦屋駅　解散

※途中昼食

火でいろいろなものを
燃やしてみよう！

今月は「火ステージ」です。
マッチで火をつけることにド
キドキしたり、この実を燃や
したらどうなるだろう？とワ
クワクして活動していきま
す。
火をつけること、燃やすこと、
大きくすることや、火を使っ
て何かすることを、五感をフ
ルに使い、普段できない火あ
そびを楽しもうと思います。

神戸

土曜日：11月 3日 ( 土 )

実施場所：社家郷山キャンプ場
　　　　　　　　　　　　　　(西宮市 )

集合解散：JR芦屋駅 北側広場 2F
※裏面参照

※雨天でも
　同プログラム

※雨天でも
　同プログラム



 集合・解散場所 集合・解散場所 集合・解散場所 集合・解散場所

https://nots-west.com/news/uten-kobe/
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集合解散場所
JR芦屋駅前

※集合・解散場所には遅れずにお集まりください。特に公共の交
　通機関を利用して移動する場合、乗車する交通機関の時間が
　決まっておりますので、集合時間に遅れますと事業に参加でき
　ない場合がありますので、ご了承ください。

：「丘ステージ/パラグライダー入門」

１１月参加要項

※1　初回の方は、当日お渡しします。

□水筒（お茶）　  □お菓子 (昼食後食べる程度 )

□お弁当　□おしぼり   □タオル
□かっぱ（上下）　□軍手　□長そで　
□レジャーシート（敷物）
□着替え一式 (パンツ、シャツ、靴下 ) 

□ゴミ袋 (お菓子のゴミなどを入れます）

□オリジナル帽子※1　□ファイル※1

日　時日　時

持ち物持ち物

集合 :   9:00
解散 : 17:00

予定プログラム予定プログラム

アドバンスコース

 集合・解散時間 集合・解散時間 09:00　JR芦屋駅　集合
09:23　JR芦屋駅　発
09:52　JR大阪駅　着　
10:06　JR大阪駅　発
10:21　JR桜島駅　着
10:34　JR桜島駅　発　バス
10:50　ロッジ舞洲　着

15:21　現地　発　バス
15:44　JR桜島駅　着　
16:02　JR桜島駅　発
16:13　JR西九条　乗換え　
16:22　JR大阪駅　着
16:30　JR大阪駅　発
16:43　JR芦屋駅　着
17:00　JR芦屋解散

※途中昼食
大空に
とびだせ！

11 月のアドバンスコースは、
5月に雨天のため延期になっ
たパラグライダーです。
地面から足が離れる不思議な
感覚を体で感じて欲しいで
す。
自分で左右の操作なども行い
ます。
基本はスタッフの手の届く高
さのフライトとなります。

神戸

日程：11月 4日 ( 日 )

実施場所：舞洲スポーツアイランド
　　　　　　(大阪市 )

集合解散：JR芦屋駅 北側広場 2F
※下部参照

https://nots-west.com

LINE@

アースレンジャー
NOTS西日本

！

＜送信していただける情報＞
振替・欠席の連絡
質問・確認　など

個別に連絡していただけます！

＜受信できる情報＞
雨天による変更

最新イベント情報 など

アースレンジャー報告ブログ

当日の様子を月末に報告ブログに記載しております。
各月の活動概要を写真付きで更新していますので、
ぜひご覧ください！

　アースレンジャー活動報告ブログ
「ニュース＆ブログ」をご覧ください→

軍手

長そで

火を使うとき
パラグライダーの服装

着脱が容易で
薄手のものが
使いやすいです。

火を使うときは、軍手・長そでとも
綿のものをご用意ください。

※キャンセルの方は、お早めにご連絡ください。

キャンセル・振替・問い合わせ
キャンセル、振替、その他お問い合わせは、
ハロートラベル京都営業所

075-384-0015
（10:00-18:00 火日祝定休）

あるいは、メールフォームにてご連絡ください。
http://hellotravel.sakura.ne.jp/
pens-fukuoka/page_id155/

報告フォトアルバム
当日の様子を撮影した写真
を、パソコン・スマートフォ
ン等でご覧いただけます。
電波状況によりますがなるべ
く撮影したその場で更新して
いきます。
公開QRコードは、当日朝に
スタッフからお渡しします。

30
days

30daysAlbum

服　装服　装
オリジナル帽子をお持
ちください。

活動しやすいように、
荷物はリュックに入れ
てください。

活動中の服装は、ズボ
ンでお願いします。
(女の子も )

運動靴でお願いします。

※雨天時は
　「うどん職人になろう！」

雨天プログラム・遅延状況ブログ→

雨天時のプログラム変更は、こちらのブログにて、ご連絡いたします。
当日までにご確認の上、ご参加いただきますようお願いいたします。
（イベント実施時・実施中の雨天・遅延状況もこちらで報告いたします。）
※後期よりHPへ移行いたします。
　お手数ですが、ブックマークされている方は再度登録をお願いいたします。

※LINE@ご登録後、メニューより気軽にご覧になれます。
　HPからは、トップページの最新情報からご覧いただけます。

雨 天 ブログ雨 天 ブログ

綿 100%


