
日　　程：2月27日(日)

日　時日　時

日　時日　時

※途中昼食

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

「とことん雪あそび！」

予定プログラム予定プログラム

2 月参加要項
今月の詳細をお伝えします！

ベーシックコース

集合・解散時間集合・解散時間

集合・解散時間集合・解散時間

実施場所：六甲山スノーパーク(神戸市)

集合解散：ＪＲ明石駅 中央改札口前

□水筒（お茶）　  □お菓子(昼食後食べる程度)

□お弁当　　　  □おしぼり       
□かっぱ（上下）  □軍手    　　□タオル
□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 ※2
□ニット帽子　□スキーゴーグル　※３
□防水手袋　　□スキーウェア(着用して集合）

08：30　ＪＲ明石駅　集合
08：42　ＪＲ明石駅　発 (ＪＲ)
09：13　ＪＲ六甲道駅　着
09：30　ＪＲ六甲道　発 (神戸市バス)
09：49　六甲ｹｰﾌﾞﾙ下　着
10：00　六甲ｹｰﾌﾞﾙ下駅　発 (ケーブル)　　　
10：10　六甲ｹｰﾌﾞﾙ山上駅　着
10：15　六甲ｹｰﾌﾞﾙ山上　発 (山上バス)
10：25　六甲ｽﾉｰﾊﾟｰｸ　着

15：00　六甲ｽﾉｰﾊﾟｰｸ　発 (山上バス)
15：08　六甲ｹｰﾌﾞﾙ山上　着
15：20　六甲ｹｰﾌﾞﾙ山上駅　発 (ケーブル)　　
15：30　六甲ｹｰﾌﾞﾙ下駅　　着
15：46　六甲ｹｰﾌﾞﾙ下　発 (神戸市バス)
15：05　ＪＲ六甲道　着
16：18　ＪＲ六甲道駅　発 (ＪＲ)
16：54　ＪＲ芦屋駅　着
17：00　ＪＲ芦屋駅　解散

※途中昼食

冬もとことん外あそび！
たくさんの雪であそぼう！

日　   程：2月20日(日)

持ち物

「焚き火 アウトドアクッキング」アドバンスコース

※裏面参照

2月のベーシックコース
は雪をテーマに活動しま
す。”冬”しか味わえない
雪を思う存分感じてもら
えるように、とことん遊
んでいきたいと思ってい
ます。「冷たい!」「意
外と重い?」など、雪に
触れて感じたことを１つ
１つを大切にしながら活
動を進めていきたいと考
えています。

明石

※1※2　新規で年間お申し込みの方は、初回参加時にお渡しいたします
※　昼食時は寒くなりますので、温かい格好でおこしください

※1※2　新規で年間お申し込みの方は、初回参加時にお渡しいたします
※3　裏面記載のイラストをご参照ください

予定プログラム予定プログラム

集合:   8:30

解散: 17:00
※現地集合解散ご希望の方は、
　事前に公式 LINE にてご連絡ください。

09：40　ＪＲ明石駅　集合
09：58　山陽明石駅　発 (山陽電鉄)
10：09　江井ヶ島駅　着
　　　徒歩移動
10：30　明石市立少年自然の家　着

　

15：40　明石市立少年自然の家　発
　　　徒歩移動
16：08　江井ヶ島駅　発 (山陽電鉄)
16：19　山陽明石駅　着
16：30　ＪＲ明石駅　解散

2月のアドバンスコース
は明石市立少年自然の家
にて、野外クッキングに
チャレンジします。どん
な料理ができるかはみん
なのアイデアしだい！目
の前の食材と調味料を使
って、グループで料理を
作ります。グループでの
関わりを大切にしながら
活動を進めます。

集合:   9:40 

解散: 16:30
実施場所：明石市立少年自然の家(明石市)

集合解散：ＪＲ明石駅 中央改札口前
※裏面参照

※現地集合解散ご希望の方は、
　事前に公式 LINE にてご連絡ください。

持ち物

持ち物持ち物

□水筒（お茶）　  □お菓子(昼食後食べる程度)

□お弁当　　　  □おしぼり       
□かっぱ（上下）  □軍手 (綿100%)   　□タオル
□長袖・長ズボン（火を使うときに必ず着用します）

□レジャーシート（敷物）
□防寒具（手袋や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 ※2



● ハロートラベル京都営業所　　　     　       ☎075-384-0015　　
● 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)

(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

キャンセル・振替・問い合わせ

雨天時のプログラム

全コース共通項目

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。
QR コードは、当日朝に
スタッフからお渡しします。

30
days

30daysAlbum

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。

（イベント実施中の雨天・遅延状況もこちら
で報告いたします。）

【ベーシックコース】

雨天時のプログラムは、以下のいずれかに変更する
場合があります。

・われら、雨探検隊！
・ハンカチ染め
・キーホルダー作り

【アドバンスコース】
・DIY チャレンジ
・手打ちうどん作り
・謎解きをプロデュース！

※公式 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。
※ブログの更新は、実施前の金曜日に更新します。

 集合・解散場所 集合・解散場所 集合・解散場所 集合・解散場所

公式 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
実施後の活動報告　など

まずは、公式 LINE に
ご登録ください！

※通常のグループと異なり、登録しているメンバー同士
　は表示されません。
※トーク（送信）は管理者（アースレンジャースタッフ）
　へのみ行えます。
※登録された方は必ずお子様の名前を入れて、
　メッセージを送信してください。
　未送信の場合は、把握できず活動報告など
　送信できませんのでご了承ください。

キャンセル、振替、その他お問い合わせは、
公式LINE、下記問い合わせ先にてご連絡ください。

ご欠席・お振替につきましては出来る限り、
公式LINEをご利用ください。

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。

①スキー用帽子
②スキーゴーグル
③防水手袋（スキー用手袋）
④ハイネックなどの暖かい服の上に
　スキーウェア（上）
⑤タイツまたはスパッツの上にスキーウェア（下）
⑥分厚い靴下、スノーブーツまたは長靴

※あればオススメ！
ネック
ウオーマー

①
②
③

④
⑤
⑥

｝リュックに入れて
お持ちください。

｝着用の上
お越しください

ベーシックコース
雪遊び中の服装

軍手

長そで・長ズボン

アドバンスコース
火を使うときの服装

火を使うときは、軍手・長そで・長ズボンとも
綿のものをご用意ください。
ダウンや化学繊維のものは火傷の
原因となりますのでお控えください。
※移動中のダウン着用は大丈夫です。

綿 100%

JR 明石駅 中央改札口前

※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。

交番
セブンイレブン

券
売
機

セブン

イレブン

観光

案内所
売店

ケンタッキー

JR 明石駅JR 明石駅

山
陽
明
石
駅

山
陽
明
石
駅

集合解散場所

piole
東館
piole
東館

piole
西館
piole
西館


