
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）　080-1451-5289

お問い合わせ先

1 月参加要項
1月はアドバンスコースが 6月の雨により、日程によってプログラムが違います。

ベーシックコースは、裏面に記載しています。

※1　初回の方は、当日お渡しします。

日程：1月 27日 ( 日 )

日　時日　時

持ち物持ち物

集合 :   9:00
解散 : 18:00

：「海ステージ/フィッシング入門」
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

実施場所：平磯海釣り公園 (神戸市 )

集合解散：京都駅八条口
※裏面参照

09:00　JR京都駅　集合　
09:29　JR京都駅　発　JR
10:21　JR三ノ宮駅　着
10:25　JR三ノ宮駅　発　
10:40　JR須磨駅　着　徒歩
10:53　山陽須磨駅　発　山陽電鉄利用
11:01　山陽東垂水駅　着
 平磯芝生広場にて昼食
　　　　

16:05　山陽東垂水駅　発　山陽電鉄利用
16:12　山陽須磨駅　着　徒歩
16:32　JR須磨駅　発　JR 
16:47　JR三ノ宮駅　着
16:52　JR三ノ宮駅　発　JR
17:44　JR京都駅　着
18:00　JR京都駅　解散 

※途中昼食
知恵を出して
フィッシング！

1 月の日 2 日程は 6月に雨
で延期になったフィッシング
入門です。知恵を絞り出し、
仲間と協力しフィッシングに
挑戦します。人間と魚の知恵
比べを、思考錯誤することを
大切にしながら楽しみたいと
思います。
釣れた魚は持ち帰ります。
※自然が相手ですので釣れな
い場合もございますので、ご
了承ください。

京都

※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）　□レジャーシート（敷物）
□軍手　□防寒具 (ネックウォーマーなど ) 
□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 　

日程：1月 20日 ( 日 )

日　時日　時

持ち物持ち物

集合 :   9:00
解散 : 17:10

：「木ステージ      /　DIY 日曜大工   」
予定プログラム予定プログラム

アドバンスコース日 2

アドバンスコース日 1

 集合・解散時間 集合・解散時間

実施場所：友愛の丘 (城陽市 )

集合解散：京都駅八条口
※裏面参照

09:00　京都駅八条口　集合
09:16　JR京都駅　発
10:03　JR長池駅　着
 徒歩移動
 活動場所　着

 活動場所　発
 徒歩移動
15:11　JR長池駅　発
16:54　JR京都駅　着
17:10　京都駅八条口　解散 

※途中昼食
DIY

日曜大工！

1 月の日 1日程は、ＤＩＹを
行います。どんなものを作る
かは自分自身で決めます。設
計図を描き、イメージを膨ら
ませながら作っていきます。
どんなものが出来上がるかは
子どもたち次第です。
今回は「こだわり」というキ
ーワードを大事にしながらプ
ログラムを進めていきたいと
思います。

※雨天時は
　「アウトドア竹クラフト」

※雨天時も
　「DIY 日曜大工」

□水筒（お茶）　  □お菓子  □軍手
□お弁当　□おしぼり　□タオル       
□かっぱ（上下） 　□長そで
□レジャーシート（敷物）　 
□防寒具
□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　
□保冷バック (折りたたんでリュックに入れておいてください）

(屋外での活動になるので、
　寒さ対策を十分に行ってください ) 

※7月の台風の影響で芦屋浜が利用できないため
　活動場所を変更しています。



１月参加要項
今月の詳細をお伝えします！

※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/

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。

 集合・解散場所 集合・解散場所 集合・解散場所 集合・解散場所

集合•解散場所には遅れずにお集まり下さい。
集合に遅れると事業に参加できない場合があります。

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

京都

https://nots-west.com/news/uten-kyoto/
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。
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日曜日 1：1月 6日 ( 日 )
土曜日 ：1月 19日 ( 土 )
日曜日 2：1月 27日 ( 日 )

日　時日　時

持ち物持ち物

集合 :   9:00
解散 : 16:10

：「かぜステージ/風をつかって凧揚げ」
予定プログラム予定プログラム

ベーシックコース

 集合・解散時間 集合・解散時間

実施場所：城陽五里五里の丘 (城陽市 )

集合解散：京都駅八条口

※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）　 □レジャーシート（敷物）
□軍手　□防寒具 (ネックウォーマー・手袋など )

□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

09:00　京都駅八条口　集合
09:16　JR京都駅　発
10:03　JR長池駅　着
 徒歩移動
 活動場所　着

 活動場所　発
 徒歩移動
15:11　JR長池駅　発
15:54　JR京都駅　着
16:10　京都駅八条口　解散  

※途中昼食風を全身で
感じてみよう！

今月は「風ステージ」です。
風は日常で一番身近にある自
然ですが、目に見えることは
ありません。そのような目に
見えない自然を、遊びを通し
て感じて欲しいと思っていま
す。ビニール袋を使ってふわ
ふわと飛ばしてみたり、走り
回って風を感じてみたり、凧
揚げなどをして遊びたいと思
います。

※裏面参照

※雨天は
　「音ステージ」

※施設予約の関係で活動場所を変更しています。

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→


