
山 を 歩 き 森 に 遊 ぶ                  おかげさまで創立29周年 

の 

ネ イ チ ュ ア リ ン グ ・ ス ク － ル 

2011・９月～12 月のご案内 

自然を体感する トレッキング(ハイキング)、自然を知る、全身で感じる、 

森のリラクゼーション、森の恵み、いのちのつながり、ナチュラルな日々  etc． 

自然の中をゆっくり歩くと、 

自分の身体の中で、何かが入れ替わってゆくような気がする。 

頭と身体の芯までリラックスできそうな、森の香り。 

紅葉した 1 枚の葉っぱにさえ、心を大きく動かされる。 

色彩って、こんなにたくさんあったんだ･･･と。 

その中に身を浸して、リフレッシュしながら 

自然からのメッセージを受け止めたい･･･ 

そんな人のためのスクールです。 

まったく初めてでもＯＫ 

まったく初めてでも、体力に自信がなくても、あなたの気持ちがいちばん大切。（コース別の体力度の目安は 

☆印を参考にされて、不安なときはお電話などでお気軽にご相談ください） 

ゆったりと自然を感じる時間を大切に 

山頂や結果にはこだわらずに、自然が見せてくれる一つ一つの表情を楽しん

で、ゆったりと心に感じる時間を大切にしたいと思います。 

1 人で参加でも大丈夫！                                        （2011/8～9ＮＨＫ教育テレビで毎週月曜放映中） 

１人で参加しても、すぐに暖かい空気に包まれて、気持ちのいい仲間と出会えて良かったと思える、そんな雰囲

気が私たちの大切な財産です。（１人で申し込まれる方が多いです） 

ホームページは  http://www.mokufusha.com/  ぜひご覧ください。 

それではページを開いて、素晴らしい自然へ 出かけませんか?      Let’s  ENJOY！ 
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トレッキング(ハイキング)教室の体力度の目安は 

☆ 山歩きがまったく初めての方でも安心（コースタイム４時間以内） 

☆☆ 山歩きがまったく初めての人はちょっぴり頑張ってネ！（コースタイム４時間～6 時間） 

☆☆☆ 
できれば何回かは山小屋に泊まったりする山を歩いたことのある方がいいでしょう。 

（コースタイム 6 時間以上があります） 

この他に、ニュアンスで＋－の表示を付けることがあります。 

 

シーズンスケジュール早見表 

講習番号 期日 場所･コース 
体力度

の目安
ひとことポイント 

11206 9/17(土)～20(火) 
釧路湿原カヌー＆乗馬＆特

別保護区トレッキング 
☆ 北海道ならではの体験。温泉と食事も楽しみ 

11217 9/23(祝)～25(日) 紅葉の北アルプス・立山連峰 ☆☆ 
3000m の紅葉と大パノラマ。北アルプス初心者

でも安心。 

11221 9/23(祝)～25(日) 初秋の八ケ岳・赤岳 ☆☆ 秋空の下、展望の赤岳へ。 

11222 10/1(土)～2(日) 展望の北アルプス・燕岳 ☆☆+ 花崗岩とハイマツ、展望の北アルプス、燕岳へ。

11218 10/8(土)～10(祝) 紅葉の戸隠ハイキング ☆ 
食事の美味しいロッジをベースに、紅葉の美しい

高原や鏡池、めのう山などをハイキング 

11219 10/15(土)～16(日) 玉原高原ブナの森・写真教室 ☆ 
樹齢 100 年を超える紅葉のブナの森を舞台に、

ポケットカメラでもＯＫの写真教室。 

11223 10/15(土)～16(日) 那須岳･三斗小屋温泉 ☆ 
展望の那須岳・朝日岳と、歩いてしか行けない山

中の秘湯 

11224 
10/17(月)～18(火) 

（平日） 
紅葉と温泉の安達太良山 ☆ ゆったり山歩きと温泉付きの山小屋 

11226 10/23 (日) 軽井沢 MTB サイクリング ☆ 
高原をマウンテンバイクで爽やかに楽しむ。ママ

チャリに乗れる人ならＯＫののんびりツアー 

11227 
10/25(火)＆27(木) 

19:00～ 

机上講座・山でのアクシデン

ト対処法 
― 

もし山でケガをしたら、熊に出会ったら、雷が鳴

ったら・・など、実用的対処法。木風舎にて 

11228 11/3(祝) 
日帰りハイク･足和田山と紅葉台
＆温泉 

☆ 富士を間近に望む、富士五湖周辺のハイキング 

11229 11/13(日) 
日帰りハイク･箱根・明神ヶ岳 
＆温泉 

☆ 大展望の明神ヶ岳と箱根の紅葉＆温泉 

11230 11/19(土) 
日帰りハイク･中央沿線・扇山＆

温泉 
☆ 富士山を正面に見る草原のような山頂＆温泉 

11231 11/23(祝) 
日帰りハイク･奥多摩・浅間嶺と

浅間尾根 
☆ 紅葉の美しい、緩やかな尾根道 

11232 

机上 11/8(火)19:00～

11/15(火)19:00～ 

実技 11/26(土) 

地図が読めるようになろう ☆ 
机上２回(19時～木風舎)＋実技1回(丹沢広沢寺温泉

周辺日帰り)で地図に強くなる、楽しい講座。 

11233 
11/26(土)および 

11/27(日) 
ネイチャークラフト教室 ― 暮らしの中に自然を。日帰りでも２日間でも 

12101 12/17(土)～18(日) 初滑りイベント  ― 
ネイチャースキーシーズン到来！身体慣らしレッ

スンなど  

12102 

12103 

12104 

12/23(祝)～25(日) 

12/29(木)～1/3(火)

1/7(土)～9(祝) 

ネイチャースキー・レッスン ― 
ツアーを楽しくするためのテレマークスキーレッ

スン。Ｘマスやお正月を、白く輝く世界で。 

12105 年末年始 
スノーシュー・トレッキング

詳細未定 
☆ 

年末年始を、白銀の世界で過ごしませんか？ スノ

ーシューを使った、雪の森のハイキングです。 

12106 1/7(土)～9(祝) 
スノーシュー・トレッキング

高峰高原 
☆ 

雲上の温泉旅館をベースに、スノーシューを使っ

た、雪の森のハイキングです。 
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参加費について 

通常、各回の参加費に含まれるのは、講習＆ガイド料、消費税です。  

宿泊費や交通費、レンタル料は通常含まれておりません。（ご請求をいただいてからお送りする各回ごとの詳しい

資料に、宿泊費や参考交通費の記載があります） 

小中学生は子ども料金です。（ただし、各回ごとにご参加いただける年齢の目安がございます。お問い合わせください） 

まず各回の詳しい資料をご請求ください 

｢行ってみようかな？｣というものがございましたら、まず各回の詳しい資料をご請求ください。ご請求は 

★ Web サイト  http://www.mokufusha.com/  ｢予定表｣にある資料請求ボタンから 

★ E-mail  mokufu@mokufusha.com  (Web サイトをご利用になれる方は、なるべくそちらをご利用ください) 

★ Tel. ０３－３３９８－２６６６       ★ Fax. ０３－３３９８－７４４８ 

にて、それぞれ承っております。どうぞご利用ください。 

シーズンスケジュール内容ご紹介 
（とくにおことわり書きのない写真は、すべて過去の実施中に現場で撮影したものです） 

紅葉と展望の北アルプス・立山連峰    初めての北アルプスに最適！     富山県･立山 

 

3000ｍ級の山々は、この時

期から紅葉のシ－ズンを迎えます。ナナカマドやウラシマツツジ

の赤、ダケカンバの黄色、ハイマツの緑など、高山独特の紅葉風

景。晴れていれば剣岳や、遠く槍ヶ岳も見渡せる大展望を楽しみ

ながらの山歩き入門。標高 2400ｍの室堂平まではケ－ブルカ－

やロ－プウェイを乗り継いで上がるため、初心者でも安心です。

あなたも「初めての北アルプス」に、チャレンジしませんか?  

宿泊は、日本 高所から湧く地獄谷から温泉を引湯した雷鳥荘に                 (写真は雷鳥荘 HP より) 

２連泊のゆったりプランです。雷鳥荘までは、室堂ターミナルから歩いて 30 分くらいなので、荷物の重さも気に

なりません。檜の展望浴槽からは、奥大日岳方面に沈む夕陽が見渡せます。 いちばん早い秋に会いに行きませんか？

参加費＝24,000円（講習&ガイド費。 宿泊費2泊4食19,200円は別です） 集合は扇沢23日11:15または室堂13:30、

東京方面からは東京発 7:24 の新幹線で間に合います。 

 

初秋の八ケ岳・ゆっくり赤岳                            長野県･八ケ岳 

 

初秋の爽やかな空の下、八ヶ

講習番号 日程 体力度 参加費 宿泊 

11217 9/23(祝)～25(日) ☆☆ 
24,000 円 

(子ども 16,800 円) 
らいちょう温泉･ 

雷鳥荘 

講習番号 日程 体力度 参加費 宿泊 

11221 9/23(祝)～25(日) ☆☆ 
24,000 円 

(子ども 16,800 円) 
赤岳鉱泉 
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岳の主峰・赤岳(2899m)にチャレンジ！ 天気が良ければ、富士山や北アルプス、南アルプスなど 360°の展望

と、アルペン的な山容が楽しめます。宿泊する山小屋は、赤岳中腹にあり、鉱泉に入浴できます。連休で混雑する

時期ですが、木風舎で一つの部屋を確保してありますので安心です。同じ宿に 2 泊するゆとりあるプランなので、

高い山は初めて、という方から OK です。ルートは、美濃戸口～赤岳鉱泉(泊) ～赤岳(往きは文三郎尾根、帰りは

中岳のコル経由)～赤岳鉱泉(泊)～美濃戸口。参加費＝24,000 円（講習&ガイド費。 宿泊費 2 泊 4 食 18,000 円＋個

室料金 1,000 円位は別です）集合は美濃戸口バス停 23 日 11:02、東京方面からは新宿発 8:00 のあずさで間に合います。 

 

展望の北アルプス･燕岳                                 長野県･安曇野市 

 

北アルプス入門の山として知

られる燕岳。山頂付近は白い花崗岩に緑のハイマツが映える白砂青松の世界で、槍穂高や裏銀座

の山々の大展望も望めます。今シーズン 後の北アルプスを、心ゆくまで楽しみましょう。前夜

に麓に泊まる前泊設定もあり。宿泊はあたたかいもてなしでファンの多い山小屋、燕山荘です。(写真は燕山荘サイトより) 

参加費＝15,000 円（講習&ガイド費。 宿泊費 9,500 円、穂高に前泊の方は素泊り 5,000 円は別です）集合は 10/1 早

朝に穂高駅ですので、電車の方は 9/30(金) 新宿発 20:00 のあずさで出て、穂高駅近くの宿に宿泊がおすすめです)。 

 

紅葉の戸隠高原 のんびりハイキング  森の時間に浸る３日間   長野県･戸隠高原 

 

ブナ、ミズナラ、ハルニレ、

白樺・・ 広葉樹林が多い戸隠高原は、色とりどりの紅葉の季節を迎えます。淡い黄葉から真紅の紅葉まで、森が

グラデーションの色彩に包まれる季節を、ゆっくり味わいませんか? 

1 日目・さまざまな樹種が楽しめる、森林植物園～鏡池ハイキング。 

2 日目・中腹のブナと山頂からの展望が楽しみな、めのう山ハイキング。 

3 日目・戸隠古道ハイキング、または宿でそば打ち体験を選べます。 

宿泊は、料理がとっても美味しい、心から落ち着ける宿｢山の庭タンネ｣で

す。地場の食材を活かしたフレンチコースは、ただただ唸るばかりの美味しさです。昼に

はおすすめ戸隠そばなど、戸隠の食も満喫する 3 日間です^^  森林浴をしながらのヨガや

太極拳、宿でのアロマテラピー体験もできます。穏やかな気が流れる、癒しのスポット戸

隠高原で、心と身体をリフレッシュしてください。 3 日間お休みが取れない方は、部

分参加もある程度 OK です。 参加費＝19,500 円（講習&ガイド費 宿泊費２泊４食

21,000 円は別です）東京方面からは８日東京発 8:16 の新幹線で間に合います。 

講習番号 日程 体力度 参加費 宿泊 

11222 10/1(土)～2(日) ☆☆+
15,000 円 

(子ども 10,500 円) 
燕山荘 

講習番号 日程 体力度 参加費 宿泊 

11218 10/8(土)～10(祝) ☆ 
19,500 円 

(子ども 14,600 円) 
山の庭タンネ 
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自然を感じるための 紅葉のブナの森の自然写真教室  群馬県・玉原高原 

 

いいな！と思って写真を撮

っても、帰ってみてみると、あれ～？何を撮ったんだっけ？？ そんな経験をお持ちの方に 適な教室です^^ 

樹齢 100 年を超える見事なブナの美林が続く玉原高原。錦の紅葉の中をゆったりと歩きな

がら、自然の中で発見したさまざまな感動を、写真に収めてみます。写真のための写真ではな

く、自然をより深く感じる手段として、カメラを使います。ただ歩いていただけでは見過ごし

てしまいそうな風景でも、｢何か撮ろうかな?｣という目で見てみると、きれいなもの、かわい

いもの、おもしろいもの…発見の連続！^^ しかも自分では気づかなかった、他の人の発見にま

た感激^^  写真のことはまったく知らなくてもいいし、ポケットカメラでもＯＫ。 

まぶたの風景と出来あがった写真との落差にいつもガッカリしていた人にも、そし

て樹齢数百年のブナの森で、ただゆっくり深呼吸したい人にもおすすめ。講師の自然

写真家・森本二太郎氏の、暖かい人柄も魅力です。ゆっくりした時間の流れが魅力の、

木風舎の人気講習^^ ペンションの料理もおいしい！ 参加費＝14,000 円（講習費。 宿

泊費 9,450 円は別です）東京方面からは東京発 8:04 の新幹線で間に合います。 

 

展望の 那須岳・朝日岳と三斗小屋温泉                        栃木県・那須 

 

展望の那須・茶臼岳に登り、

歩いてしか行けない、山中の趣きある秘湯、三斗小屋温泉へ。太い柱や梁に、130 年の歴史を

感じます。そして 2 日目は、隠居倉から朝日岳へ。紅葉の山並みの展望を楽しめるルートです。

いい山と、ひなびたいい温泉を味わってください。参加費＝14,000 円（講習＆ガイド費。 宿

泊費 9,100 円は別です）東京方面からは東京発 8:20 の新幹線で間に合います。 

 

紅葉と温泉のあだたら山   平日プラン           福島県・二本松 

 

「あれが安達太良山、あの光るのが

阿武隈川…」「智恵子は東京に空が無いといふ、…安達太良山の上に毎日出てゐる青い空が 智恵子のほんとの空だ

といふ」（智恵子抄より）高村光太郎の詩にある、本当の空を見に行きませんか？ 高く澄んだ秋の空と、ブナやカエ

デなど色とりどりの紅葉。そして山小屋に湧く温泉。日帰りも可能なコースを、あえて２日間に分けて山中の温泉

に１泊。みちのくの秋をゆっくり満喫しましょう。参加費＝14,000 円（講習&ガイド費。 宿泊費 6,150 円は別です） 

講習番号 日程 体力度 参加費 宿泊 

11219 10/15(土)～16(日) ☆ 14,000 円 Ｐ.もるげんろーて 

講習番号 日程 体力度 参加費 宿泊 

11223 10/15(土)～16(日) ☆ 
14,000 円 

(子ども 9,800 円) 
三斗小屋温泉 

講習番号 日程 体力度 参加費 宿泊 

11224 10/17(月)～18(火) ☆ 
14,000 円 

(子ども 9,800 円) 
くろがね小屋
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秋の軽井沢をMTB
マウンテンバイク

サイクリングで爽やかに楽しむ！       長野県･軽井沢 

 

秋のしっとりとした気配が漂う軽井沢。そこはすぐれ

た自然景観の宝庫でもあり、またサイクリングに 適な、車道ではない隠

れたルートがたくさん取れる、絶好の地でもあります。一般のコースでは

ない、そんな隠れた軽井沢を MTB（マウンテンバイク。レンタル OK！

ママチャリに乗れる方なら、初心者大歓迎です^^）でサイクリング。水鳥

の飛来する沼、苔むした別荘地の静かな小径、渓流沿いの道、そしてラン

チには美味しいオープンテラスのカフェに立ち寄って･･  高原を駆け抜け

る爽やかな風になったり、止まって秋の気配を感じたり、陽の光を透か

した紅葉に見とれたり。。スポーティーな MTB ツアーとは一味違う、自

転車を足にした、｢のんびり高原の自然と紅葉満喫｣「とっても美味しく｣

の癒し系ツアーです(^^) きっと、軽井沢のイメージが変わると思いますよ^^参加費＝7,000

円（講習&ガイド費  レンタル料は別です）東京方面からは東京発 8:16 の新幹線で間に合います。 

 

机上講座 山でのアクシデント対処法                     東京都・木風舎 

 

もし自分や仲間が、山でケガをした

ら・・いちばん素早く対処できるのは、その場にいるあなた自身です。セルフレスキューは、アウトドアに出かけ

るための 低限の備え。さまざまな応急手当法はもちろん、一般の救急法では習わない｢全体の行動の組み立て｣｢連

絡法｣｢搬送法｣などを具体的なワークショップを通して、確実に自分のものになるように身につける

とともに、｢もし熊に会ったら｣「雷が鳴ったら」など、さまざまな対処法も学びます。講師は橋谷 晃。

場所は杉並･阿佐ヶ谷の木風舎です。 

 

日帰りハイク 富士山と樹海の眺望！富士五湖 足和田山と紅葉台 ＆温泉  山梨県 

 

富士山を間近に望む、西湖南岸の足和田山～紅葉台。広

い富士樹海を俯瞰する風景は、胸のすくような見事さです。紅葉も素敵！ 景色を楽しみながら、ゆっくりハイキ

ング。下山したら、16 種類の湯が楽しめる｢富士眺望の湯ゆらり｣で、ゆったりリフレッ

シュ^^  山ランチ付き！ 参加費＝7,500 円（講習＆ガイド費＆ランチ）温泉入浴量は別途です。 

講習番号 日程 体力度 参加費 

11226 10/23(日) ☆ 
7,000 円 

(子ども 4,900 円) 

講習番号 日程 参加費 

11227 
第１回 10/25(火)19 時～ 

第２回 10/27(木)19 時～ 

２回通しで 7,900 円 

１回ずつは 4,100 円 

講習番号 日程 体力度 参加費 

11228 11/3(祝) ☆ 
7,500 円(山ランチ付き)

(子ども 5,800 円) 
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日帰りハイク 大展望と紅葉の箱根 明神ヶ岳 ＆温泉     神奈川県・箱根 

 

箱根外輪山の一つ、明神ヶ岳は 360 度の展望で知られ

ています。晴れていれば、遠く弧を描く相模湾と江ノ島、丹沢、三浦半島、対岸には大涌谷や神山、外輪山の連な

りには金時山や三国山、そしてその向こうには富士山！ 金時山登山口から矢倉沢峠に

登れば、｢道が呼んでいる！｣と叫びたくなるような、稜線の緩やかな山道が明神ヶ岳

へと続いています。そして宮城野に下りれば、宮城野温泉｢勘太郎の湯｣がすぐそばで

す^^ 山ランチ付き！ 参加費＝7,500 円（講習＆ガイド費&ランチ）温泉入浴量は別途です。 

 

日帰りハイク 紅葉と展望の 扇山 ＆温泉            山梨県・上野原町＆大月市 

 

中央線・梁川～鳥沢の北に、扇を逆さにして広げたよう

に横たわる扇山。｢秀麗富岳 12 景｣にも選定された、広々とした草原のような山頂から、

富士山を始め、道志や丹沢の山々が眺望できます。下山したら、素朴な君恋温泉で乾杯

^^ 山ランチ付き！ 参加費＝7,500 円（講習＆ガイド費&ランチ）温泉入浴量は別途です。 

 

日帰りハイク 紅葉の尾根歩き 浅間嶺と浅間尾根 ＆払沢の滝    東京都・檜原村 

 

奥多摩の中でも、自然林(落葉広葉樹)が多くて、美しい

紅葉が楽しめる浅間尾根。古くは甲州と関東を結ぶ甲州裏街道だったため、なだらかで

歩きやすいのが特徴です。浅間嶺からは大岳山や御前山の展望が開けます。山道の蕎麦

処または茶店に立ち寄る楽しみも^^ 山ランチ付き！ 参加費＝7,500 円（講習＆ガイド

費&ランチ） 

 

山で道に迷わないために 読図をマスターしよう･机上＋実技 木風舎＋丹沢広沢寺 

 

地図が読める

ことは、山歩きの

いちばんの基本。山で道に迷わないために､地形図の読み方やコンパスの使い

方の実際を確実に身につけます。机上講習は８日(火)と 15 日(火)の 2 回、

19:00～木風舎にて。地図に強くなるための楽しいワークです。実技は 26 日

講習番号 日程 体力度 参加費 

11229 11/13(日) ☆ 
7,500 円(山ランチ付き)

(子ども 5,800 円) 

講習番号 日程 体力度 参加費 

11230 11/19(土) ☆ 
7,500 円(山ランチ付き)

(子ども 5,800 円)  

講習番号 日程 体力度 参加費 

11231 11/23(祝) ☆ 
7,500 円(山ランチ付き)

(子ども 5,800 円) 

講習番号 日程 体力度 参加費 場所 

11232 
11/8(火)､15(火)、19:00～机上 

11/26(土)実技(雨天の場合 11/27(日)) 
☆ 16,000 円 

机上：木風舎 

実技：丹沢広沢寺
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(土)丹沢･広沢寺温泉周辺にて(雨天の場合は 27(日)に順延)。机上のモデルに使った場所に出かけ、地形図と実物を見比

べながら歩く、実践フィールドワークです。ワークの後は、もちろん温泉に^^  また過去に読図の机上講座を受講

している方は、26 日(土)の実技を 8,000 円で受講できます。参加費＝机上＋実技で

16,000 円、机上ワークのみ(連続机上２回)は 8,000 円、実技のみ(机上受講者)は 8,000

円（講習&ガイド費）                                                   (広沢寺温泉)→ 

 

生活に自然を感じる ネイチャークラフト                東京都・八王子市 

 

自然と人のつながりを感じるネイチャークラフト。２日とも違

うものをつくりますから、日帰りでも、２日続けての参加でも楽

しめます。自然の中で集めた素材とゆっくり話をしながら、生活用具などをつくりま

す。自分の部屋や日常の中で自然を感じられるって、いいですよね。今回のテーマは、

26 日が｢竹で箸とカトラリーをつくる｣、27 日が｢山蔓のかご編み｣です。難しいもの

ではありませんから、「ちょっと遊んでみようかな」という感じで、気軽にトライして

みてください。講師は雑誌 Be-Pal の連載などでもおなじみの、ネイチャークラフト

作家・長野修平氏。場所は陣馬山の麓にある彼の自宅兼アトリエ。ここが東京都？ と

思うような場所で自然に溶け込んだ暮らしを実践している、長野氏のライフスタイル

に触れるのも魅力です。参加費＝１日のみ：9,000 円、２日通し：17,000 円（講習

費・昼食・若干の材料費） 

 

ネイチャースキーシーズン到来！初滑りイベント 長野県・志賀熊の湯スキー場 

 

白い素敵な季節がやってきま

す。シーズン始めの足慣らしと親睦のためのイベントです。とくにこれからレッスンを受けられる方は、足慣らし

で昨シーズンの感覚を取り戻しておくことによって、レッスンで 大の効果をあげることがきるので、おすすめで

す。身体慣らしのエクササイズを繰り返しながらゆっくり滑る、足慣らしレッスンをはじめ、スキーの試乗やミニ

フリーマーケット、なんでも相談など、さまざまな楽しみが待ってます。

初めての方から慣れた方まで、お気軽にどうぞ。参加費＝２日間7,000

円、日帰り3,500円（足慣らしレッスン込み。宿泊費は別です）、期間中レ

ンタル無料。 

講習番号 日程 参加費 

11233
11/26(土)および 

27(日) 

１日９,000 円

２日17,000円
(昼食付き) 

(子ども 6,750 円)

講習番号 日程 対象 参加費 宿泊 

12101 12/17(土)～18(日) どなたでも
２日間 7,000円 

１日間 3,500円 
(足慣らしレッスン込み) 

石の湯ホテル 
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ネイチャースキーをより楽しくするためのレッスンプラン  
クリスマス＆年末年始＆1月連休     長野県・志賀熊の湯＆横手山スキー場 

 

テレマークスキーで楽

しむ雪のハイキング、ネ

イチャースキーツアーで

は、初めての方が、レッスンなしで 初からツアーに参加されても、安心して楽しんでいただ

けます。うまく滑ることよりも、自然の美しさや心地よさに目を向けていただきたいため、む

しろ 初はツアーから体験して、まず自然の素晴らしさを体感していただくことを、おすすめ

しております。しかしツアーの素晴らしさを体験すると、「スキーをもっと自由に扱えれば、

さらに楽しくなるだろうし、行ける場所も広がるはず！」と思うのも、また自然だと思います。 

そんな方のために、ゲレンデに雪は積もっても、まだ森の中を楽しむには雪が足りない12月～

1月を中心に、ゲレンデでのレッスンも開催しております。 

ツアーがより楽になるための、よりおもしろくなるための、そして行ける場所をより広げる「ツ

アーのためのレッスン」として、積極的に利用してください。 

天然のクリスマスツリーに囲まれたホワイトクリスマス、お正月をゆったり過

ごす年末年始、そして1月の3連休、どれも暖炉の前で、｢旅｣としての楽しみや

ゆったり感も、大切にしています^^ 初めての方から慣れた方まで、お気軽にど

うぞ。（宿泊費、レンタル料は別です） 

 

白く輝く森をハイキング  スノーシュートレッキング・ 

年末年始の 志賀高原または白馬 ＆ 1 月連休の 高峰温泉 

 

スノーシューを使って、樹氷が輝

く森をハイキング。綿帽子をかぶっ

た無数のクリスマスツリーのような針葉樹や、白いサンゴのような木々の梢が、光を

受けてキラキラと輝いています。スノーシューは、ひとことで言えば洋風かんじき。

ふかふか雪に分け入る感覚が嬉しい！ 雪の上を、動物のように自由に歩ける感覚が新

鮮です。スノーシューがまったく初めてでＯＫですので、ぜひ新しい世界を広げてみ

てください。きっと、今までこの世界を知らなかったのは、もったいない！と感じてい

ただけると思います。 

講習番号 日程 対象 参加費 宿泊 

12102 12/23(祝)～25(日) 
どなたでも 
(クラス I～V)

3日間 22,000円 石の湯ホテル

12103 
12/29(木)～1/3(火)

(期間中何日でも)) 

どなたでも 
(クラス I～V)

１日 7,500円×日数 石の湯ホテル

12104 1/7(土)～1/9(祝) 
どなたでも 
(クラス I～V)

3日間 22,000円 石の湯ホテル

講習番号 日程 体力度 参加費 宿泊 

12105 年末年始(詳細未定) ☆ 未定 未定 

12106 1/7(土)～1/9(祝) ☆ 24,000円 高峰温泉 
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木風舎主催以外の 「あなたもこれから山ガール」関連イベント 

この秋、木風舎代表・橋谷 晃が出演する、ＮＨＫ教育テレビ「チャレンジ！ホビー・あなたもこれから山ガ

ール」放映にちなんで、木風舎主催以外でも、さまざまなイベントが予定されています。ぜひお出かけください。

◎｢高峰マウンテンロッジ｣主催  ９/17 日(土)～18(日) 

橋谷 晃＆村井美樹のトークショーやサイン会、ウェア即売会、バーベキューパーティー、体験ハイキングなど

問い合わせ：｢高峰マウンテンロッジ｣0267-23-1712   Web で：高峰マウンテンロッジ←検索 

◎｢カモシカスポーツ｣主催   ～これであなたも山ガール・女性のための登山学講座～ 

松本店 10/2(日)14:00～、高田馬場本店 10/30(日)11:30～、横浜店 10/30(日)15:30～  各 2 時間 

橋谷 晃によるグッズやウェアの選び方、歩き方、役立ち知識などのレクチャー 

問い合わせ：松本店 0263-48-2424、高田馬場店 03-3232-1121、横浜店 045-440-0711 

◎｢さかいやスポーツ｣主催 

10 月上旬に、トークショーやサイン会、即売会など開催予定。 

問い合わせ：｢さかいやスポーツ｣03-3262-1919   Web で：さかいやスポーツ←検索 

◎｢コロンビアスポーツウェアジャパン｣主催 

10～11 月に、トークショーやサイン会、橋谷 晃と歩くハイキングなど開催予定。 

問い合わせ：｢コロンビアスポーツウェアジャパン｣03-5786-7173 

他にもまだまだ予定があります。また木風舎主催でも、都内でトークイベントを企画しております。どうかご期待

ください！ 

 

木風舎では、こんな事業もおこなっております 

・自然体験活動指導者養成講座の実施（CONE 資格が取得できます。自然案内人の育成を通した地域おこしにも役立ててください）。 

・野外における安全管理研修の実施。対象はプロからボランティア団体、同好会まで幅広く。 

・自然の中でのチームビルディングを目的とした社員研修 

・企業 CSR の一環としての環境教育･自然体験イベントの企画運営 

・学校における体験学習のプログラム企画・実施（授業でのゲストティーチャーから宿泊体験学習まで） 

・地域子ども自然体験教室の実施                              などなど。詳しくは、お問い合わせください。 

 

木風舎代表  橋谷  晃 の 著書 ご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「チャレンジ！ホビーあなたも         ｢トレッキングのＡＢＣ｣         ｢ネイチャースキーに行こう｣            ｢ネイチャースキー｣ 

これから山ガール」ＮＨＫ出版                  山と渓谷社                 スキージャーナル                   山海堂(品切) 
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お申し込み方法 

 

ま ず 各 回 ご と の 資 料 を ご 請 求 く だ さ い  

このスケジュ－ル表をご覧になって、参加してみよう

かナ、と思ったプランの各回ごとの詳しい資料（集合・

持ち物などが書いてあります）を、木風舎のホームページ

http://www.mokufusha.com/にある予定表からご

請求ください。また、Tel.０３－３３９８－２６６６、

Ｅメール mokufu@mokufusha.com 、Fax.０３－３３

９８－７４４８ などでもご請求いただけます。 

→ 各回ごとの資料は、それぞれ開催日のおおよそ 30

日前を目安に作成、お送りしております。資料のご請

求はそれ以前のいつでも承っておりますが、資料の到

着はそれまでしばらくお待ちいただくことがあります。

どうか何とぞご了承ください。 

→ 資料のお受け取りを、郵送ご希望か、Ｅメールに添

付する PDF ファイルご希望か、お申し出ください。 

お 申 し 込 み 受 付 開 始  

各回ごとの詳しい資料を一斉に発送して、お手元に届いた時点が、その講習のお申し込み受付開始です。 

お 申 し 込 み  

詳しい資料がお手元に届きましたら、内容をご覧いただいた上で、下記の方法でお申し込みください。 

＊お電話で  Tel.０３-３３９８-２６６６ までお申し込みのお電話をください。その場で空き状況の確認

ができます。お電話でお申し込みを済まされましたら、資料についている参加申込書をご記入の上、Ｆ

ＡＸまたは郵送で、お電話から１週間以内(開催直前の場合はできるだけ早く)に木風舎までお送りください。 

＊Ｅメールで  mokufu@mokufusha.com まで、資料についている参加申込書と同じ項目をお書きに

なって、Ｅメールで送信してください。３営業日以内に確認の返信メールを差し上げます。メールをい

ただいた時点で既に満員となっている場合もありますので、確認の返信メールが到着した時点でお申

し込み受付とさせていただきます。３営業日以内に確認の返信メールが届かない場合は、メールの不着

などが考えられますので、お手数ですが再度お問い合わせください。 

＊ＦＡＸで  資料についている参加申込書をご記入の上、Fax.０３-３３９８-７４４８ までＦＡＸしてく

ださい。３営業日以内に確認の返信ＦＡＸを差し上げます。ＦＡＸをいただいた時点で既に満員となっ

ている場合もありますので、確認の返信ＦＡＸが到着した時点でお申し込み受付とさせていただきま

す。３営業日以内に確認の返信ＦＡＸが届かない場合は、ＦＡＸの不着などが考えられますので、お手

数ですが再度お問い合わせください。 

→ お申し込みは、お手数で恐縮ですが原則としてお一人ずつ、ご本人様からお願いいたします。ただし、

「ご本人＋同居のご家族」の場合のみ、まとめてお申し込みいただくことができます。 

参 加 費 の お 振 り 込 み  

以上のお申し込みがお済みになりましたら、参加費を、資料に同封の郵便振替用紙で郵便局から、または

銀行から振込者名を「講習番号＋あなたのお名前」にして、お振り込みください。 

検討してみたい講習を選ぶ 

各回の詳しい資料を取り寄せる 

（ホームページの予定表から資料

請求ボタン、Ｅメール、電話） 

参加を申し込む 

電話→参加申込書を FAX または郵送

E メール→確認メールを待つ 

FAX→確認 FAX を待つ 

参加費を振り込む（銀行か郵便振替）

申込完了 
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木風舎のネイチュアリング・スクール  Ｑ＆Ａ 

Ｑ．一人で参加なんですけど、大丈夫ですか？ 

Ａ．ほとんどの方が、 初は一人でいらっしゃいます。私たちは、自然を媒介にした人と人との出会いを、自然

からのプレゼントとしてとても大切にしたいと思っています。また初歩的な山歩きといえども、パーティーとして

の協力関係は、楽しい思い出となって残ると思います。 

Ｑ．参加者のおもな年齢層は？ 

Ａ．下の表をご覧ください。過去３年間の参加者(無雪期)のデ－タです。 

  20 歳未満３％ 

 
２０歳代 

15％ 

３０歳代 

28％ 

４０歳代 

27％ 

５０歳以上 

 28％ 

幅広い年齢層で、和気あいあいとした暖かい雰囲気が特徴です。ペースはかなりゆっくりですので、楽しい気さ

くな雰囲気がお嫌いでなければ、どんなご年齢の方もきっと楽しんでいただけると思います。どうぞご遠慮なくお

申し込みください。ただし初参加の方で６０歳以上の方は、山によって登山経験などをお伺いすることがあります。 

Ｑ．女性でも大丈夫ですか？ 

  Ａ．ほとんどの場合、半分以上は女性の参加者です。安心してご参加ください。 

 

木風舎とは？ 1982 年創立のネイチャースクール。自然の中で体験した感動が、人と自然の共生を実現す

る原動力になるはず、というコンセプトで、登山、トレッキング、ネイチャースキー、自然感察プログラムなど、

年間 100 回ほどのスクールを開催しています。とくにトレッキングとネイチャースキーの分野ではパイオニア

として知られ、代表の橋谷 晃は『チャレンジ！ホビー・あなたもこれから山ガール』(ＮＨＫ出版)『失敗しない山

道具選び』『トレッキングのＡＢＣ』(山と溪谷社)『ネイチャ－スキ－に行こう』(スキージャーナル)『ネイチャースキ

ー』(山海堂)『おとなの自然熟』(共著･岩波書店)などの著書や、『毎日新聞』『日経新聞』『スキージャーナル』などの

連載、またＮＨＫ教育テレビ｢チャレンジ！ホビー・あなたもこれから山ガール｣をはじめとしたＴＶやＦＭ番組

などでおなじみの方も多いかと思います。(社)日本環境教育フォーラム、NPO 法人自然体験活動推進協議会、(社)

日本山岳ガイド協会、NPO 法人日本エコツーリズムセンター、各会員。 

  自然の中での「楽しい」「気持ちいい！」という体験を通して、人と自然のつながりを感じてもらうことがで

きたら、と願っています。 

お 問 い 合 わ せ は             〒166-000４ 東京都杉並区阿佐谷南３－４５－４ 

Tel. ０３（３３９８）２６６６ 

Fax. ０３（３３９８）７４４８ 

mokufu@mokufusha.com      http://www.mokufusha.com/ 

お電話の受付コアタイム  月～金 10:30～19:00    土日祝 定休 


