
アースレンジャー 2022

ベーシック
コース

Basic

神戸芦屋/明石

アドバンス
コース
Advance

対　象：小3～小6
集合解散：JR芦屋駅/JR明石駅
参加費：70,000円（税込）/11回
日　程：神戸芦屋（日曜）、明石（日曜）

 
            

月 ステージ テーマ 内　　容 活動場所 日１ 日２ 活動場所 日

4 色 春の宝探し！
これから始まる冒険の準備をしよう！

いろんな自然を見つけよう！
芦屋市
総合公園

10 17 明石公園 24

5 山 山の探検に出かけよう！ 山から町を見下ろそう！ 六甲山 8 22 六甲山 8

6 丘 ダイナミック丘あそび！
丘が巨大な滑り台に！？
思いっきり丘であそぼう！

武庫川 5 19 武庫川 19

7 川 ひんやり川あそび！
冷たい川であそぼう！

プカプカしながら生き物さがし！
仁川 3 17 仁川 3

8

9 海岸 海も砂もまるごと海岸あそび！
さらさら？ザラザラ？砂を触ってみよう！

海にも入ってみよう！
江井ヶ島海岸 4 25 江井ヶ島海岸 4

10 自然科学 水と空気の不思議！？
水と空気を使って大実験！

身近にある自然の不思議を調べてみよう！
潮芦屋 2 23 潮芦屋 2

11 森 森の宝物探し！
ひみつきちや森のお宝探し！

秋の森であそぼう！
ひよどり越え
森林公園

6 27
ひよどり越え
森林公園

6

12 火 焚き火でほっこり！
マッチを使って火をおこそう！
焚き火でほっこりしよう！

明石市立
少年自然の家

4 18
明石市立

少年自然の家
4

1 お正月 お正月遊びにチャレンジ！
お正月遊びで寒さも吹き飛ばそう！
昔からの遊びも体験してみよう！

明石市立
少年自然の家

15 29
明石市立

少年自然の家
15

2 雪 とことん雪あそび！
冬もとことん外遊び！

たくさんの雪であそぼう！
六甲山

スノーパーク
5 26

六甲山
スノーパーク

5

3 原っぱ 原っぱをかけまわろう！ やりたい遊びで1日を過ごそう！ 明石公園 5 19 明石公園 5

芦屋駅 明石駅

お休み

月 プログラム 内　容 活動場所 日曜 日曜

4 グループチャレンジ
１年間一緒の仲間と一緒にミッションをクリアしよう！

1年間使う軍手を染めてみよう！
芦屋市総合公園 17 24

5 パラグライダー 大空へはばたけ！全身で風・空を感じよう！ 舞洲 15 15

6 ブッシュクラフト
火ととことん向かい合う！

仲間と協力して火をおこそう！
明石市立

少年自然の家 12 12

7 リバートレッキング
川の上流には何がある？

生き物も発見できるかも！？ 仁川広河原 10 10

8

9 SUP&海遊び
海遊びスペシャル！

SUPにも乗って海を楽しもう！
江井ヶ島 11 11

10 フィッシング 大物釣れるかな？魚と知恵比べ！ 平磯海釣り公園 16 16

11
ロープクライミング

&スラックライン
ロープを使って木の上へ！

スラックラインで木から木へ！
ハニーガーデン（予定） 20 20

12 本気！缶蹴り大会
知恵と体力で真剣勝負！

より面白くなるようなルールを考えよう！
明石公園 11 11

1 謎解きチャレンジ
みんなの思考を一つに！

解けそうで解けない最高の『謎』を考えよう！
明石公園 22 22

2 焚き火アウトドアクッキング
すべてはおいしいのために。

おいしい料理に班でチャレンジ！
明石市立

少年自然の家 19 19

3 トレッキング
ファイナルチャレンジ！

今年は荒地山にチャレンジ！
六甲山

(荒地山）
12 12

明石公園

明石公園

明石市立
少年自然の家

六甲山
(荒地山）

ハニーガーデン（予定）

芦屋駅 明石駅

活動場所

明石公園

舞洲

明石市立
少年自然の家

仁川広河原

お休み

江井ヶ島

平磯海釣り
公園

目　的：  前向き・主体的・チャレンジ

目　的：センス・オブ・ワンダーを広げる、主体的に遊ぶ、自己肯定感を育む

自然の中での体験が、
自ら感じ・考え・行動する力を
育てる。

定　員：芦屋25名・明石10名（（最少催行人数：6名）
時　間：プログラムにより異なる(9:00～17:00が基本）
予定の活動場所より変更になる場合もございます。
4月～3月（8月を除く）年11回の年間セットです。

対　象：満4歳～小3
集合解散：JR芦屋駅/JR明石駅
参加費：60,000円（税込）/11回
日　程：神戸芦屋（日１・日２）、明石（日曜）

定　員：芦屋30名・明石15名（（最少催行人数：6名）
時　間：プログラムにより異なる(9:00～16:00が基本）
予定の活動場所より変更になる場合もございます。
4月～3月（8月を除く）年11回の年間セットです。



目　的： どんな状況下でも前向きにチャレンジ・困難や苦難を乗り越えた先の新たな自分との出会い

ディスカバリー
コース

Discovery

 

月 プログラム 内　容

6
ロングハイク
チャレンジ

今年度ファーストチャレンジ！
長い距離を歩くことにチャレンジ！

自分の足で歩ききった後には何を感じる！？

10
びわいちチャレンジ
（オプション）

自転車に乗って、日本一の湖の走破をチャレンジ！
2泊3日で日本一の湖『琵琶湖』をまわれるか！？

11
サバイバル
チャレンジ

冬が近づく季節でのサバイバル体験。
自分で火を起こし暖をとり、
自分の寝床も自分で作る。

2
オーバーナイトハイク

チャレンジ

今年度ファイナルチャレンジ！
日の出を見るために夜に歩く！

眠気と戦いながらチームで日の出を目指せ！

明石市横断
生石（おうしこ）神社
        ゴール（高砂市）

2月25日（土）
     ～26日（日）

10月8日（土）
      ～10日（祝月）

芦屋駅、明石駅

日程

6月25日（土）
     ～26日（日）

活動場所

舞洲（大阪市）～
五月山（池田市）

神戸市立自然の家
（予定）

11月26日（土）
      ～27日（日）

琵琶湖周辺

対　象：小3～小6
集合解散：JR芦屋駅/JR明石駅
参加費：75,000円（税込）/3回
日　程：神戸芦屋、明石（日曜）

定　員：10名
時　間：9:00～翌16:00が基本
予定の活動場所より変更になる場合もございます。
年3回の年間セットです。
※びわいちチャレンジはオプション（別途料金必要）です。

振替・欠席について

※2022年度より振替の人数を設けさせていただきました。
　参加される皆様の安全と学びを確保するため、1日程あたり定員数＋10名
　とさせていただきます。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

雨天時プログラム

参加費について

各月のご案内（参加要項）

雨天の場合でもレインウェアを着て予定通り実施いたしますが、雨の状況によ
り予定通りのプログラム実施が困難な場合は、別途、雨天プログラムに変更い
たします。

各月のプログラムに関する詳しいご案内「参加要項」は、

LINE公式アカウント、またはHP上にてご確認いただきます。

（集合場所・持ち物・スケジュールなど）

https://nots-west.com/news/uten-kobe/

参加要項

および雨天情報

(HP)

ご予約いただいた日程へのご参加ができない場合は、別の日程・地域への「振替参加」が可能ですので下記、表をごらんください。
また、月をまたいでのお振替も可能です。振替が厳しい場合は、欠席となります。
返金はございませんが、その代わりに「クーポン券」が発行され、シーズンキャンプ・アースレンジャープラスでご使用いただくことが
できます。ディスカバリーコースは返金可能です。(返金の際は、単発プログラムの取消料となります。)

コース

ベーシック

アドバンス

ディスカバリー

別の月

○

×

×

同じ月

○

×

×

別の地域

○

○

〇

返金

×

×

〇

クーポン

4,000 円分

5,000 円分

25,000 円分

別のコース

×

振 替 欠 席

○

(ベーシックへの振替が可 )

△

※

 LINE 公式
アカウント

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
実施後の活動報告　など

アースレンジャー　共通事項

オリジナル帽子　  2,000円（税込）
(アースレンジャー初回のみ。再購入は1,000円です。)

参加費は事前にお振込いただきます。初めてご参加の方は、
初回のみオリジナル帽子代が別途必要になります。

＜クーポン利用について＞
・アースレンジャーにはご利用できません。

・ディスカバリーの単発参加にはご利用が

　可能です。（差額は現金でいただきます）

・ご利用される場合は、事前にご連絡ください。

・無断欠席の場合は、発券いたしません。

＜クーポン券の期限＞
4月～12月ご欠席分：2023年3月末まで

1月～3月ご欠席分：2023年8月末まで

アースレンジャー


