
NHK｢にっぽん百名山｣シリーズ、テレビ東京｢なないろ日和｣、テレビ朝日｢大人の山歩き｣、などでおなじみの 

舎 の ネイチュアリングスクール 

2016/1～5 月のご案内 

 おかげさまで 34 周年 

山歩き、ハイキング、スノーシュー、ネイチャースキー 

（皆様をご案内するおもなガイド達→） 

スノーシュー で 雪 の 高 原 や 雪 山 へ 

ス ノ ー シュー入門シリーズ 
もとはアラスカ先住民の道具だったスノーシューは、雪のハイ

キングをとても楽しいものにしてくれます。ふかふか雪に踏み入

る感覚は格別！森や高原のハイキングから、ちょっとした雪山の

山頂まで、さまざまなプランがあります。冬がオフシーズンだな

んて、もったいない！光と雪の粒が織り成す美しい風景に触れて

みてください。レンタル完備。  

雪 の 森 を スキー で ハイキング 

ネ イ チ ャ－ス キ－ 入門シリーズ 
スキーで楽しむ雪のハイキング、それがネイチャースキーです。

カカトの上がるテレマークスキーは、平地も登りも下りもスイス

イ。とっても自由で楽しさいっぱいの世界が待っています。スキ

ーがまったく初めての人大歓迎の平坦地から、爽快な滑りを楽し

みたい人向きのコースまで、さまざまなプランがあります。のん

びり自然と風景を楽しむのが木風舎流！レンタル完備。 

春 の 花 を 求 め て 

花のハイキング入門シリーズ 
春になれば、近郊の山では山桜や花桃、コブシ、スミレなど、パ

ステルカラーの可愛らしい花々が咲き、高原ではミズバショウやカ

タクリ、ニリンソウなどが一斉に顔を出し、花のカーペットが敷き

詰められます。鳥が歌う頃、春の色を探しに、出かけませんか？ 



ネイチャースキー  スキーで楽しむハイキング 

講習番号 期日 場所･コース 対象 ひとことポイント 

16101 12/19(土)～1/3(日) 
ネイチャースキー・レ

ッスン戸隠高原 
I/II/III/

IV/V 

期間中２日間以上ならいつでも参加自由。ツアー

をより楽しくするテレマークスキーレッスン 

16103 1/9(土)～11(祝) 
ネイチャースキー・レ

ッスン戸隠高原 
II/III/ 

IV/V 

ツアーをより楽しくするテレマークスキーレッ

スン 

16106 1/16(土)～17(日) 
ネイチャースキー・レ

ッスン水上高原 
III/IV 

ツアーをより楽しくするテレマークスキーレッ

スン 

16108 1/23(土)～24(日) 
オフピステスペシャル

レッスン水上高原 
V 

オフピステを滑るための上級者対象スペシャル

レッスン 

16109 1/30(土)～31(日) 
妙高高原 １日レッスン

＆１日ツアー 
II/III/ 

IV/V

１日目ゲレンデレッスンと、２日目ツアーの組み

合わせ。ツアーは２コースあります 

16110 2/6(土)～7(日) 
戸隠高原 １日レッスン

＆１日ツアー 

I/II/III/

IV/V 

１日目ゲレンデレッスンと、２日目ツアーの組み

合わせ。ツアーは３コースあります 

16112 2/13(土)～14(日) 
裏磐梯パウダー満喫コー

ス 
D 

裏磐梯高原で、粉雪の滑りを満喫します。明るい

ブナの森や、森閑とした針葉樹の森など 

16114 

16115 

16116 
2/20(土)～21(日) 戸隠高原の３コース 

Ａ/B

B/C 

C/D 

ロケーション抜群の戸隠高原。スキーが初めてか

ら楽しめる｢高原のスキーハイキングコース｣、プ

ルークボーゲンで OK の｢お仙水コース｣、長い滑

りも楽しむ｢めのう山コース｣の 3 コース 

16117 

16118 
２/27(土)～28(日) 妙高高原の２コース 

B/C 

C/D 

登りゼロで明るい林間の快適な滑りや、広い雪原

が楽しめる妙高高原。プルークボーゲンで OK の

｢のんびりコース｣、長い滑りも楽しむ｢いっぱい

滑るコース｣の２コース 

16119 

16120 

16121 
３/5(土)～6(日) 戸隠高原の３コース 

Ａ/B

B/C 

C/D 

ロケーション抜群の戸隠高原。スキーが初めてか

ら楽しめる｢高原のスキーハイキングコース｣、プ

ルークボーゲンで OK の｢お仙水コース｣、長い滑

りも楽しむ｢めのう山コース｣の 3 コース 

16122 

16123 
3/12(土)～13(日) 野沢温泉の２コース 

B/C 

C/Ｄ

自然と温泉が楽しめる野沢温泉。太い大きなブナ

林と雪原を楽しむ｢のんびりコース｣、山頂から麓

まで、林の中を長くひと山滑る｢いっぱい滑るコ
ース｣の２コース 

16125 

16126 
３/19(土)～21(祝) 

戸隠高原１日レッスン

＆２日ツアー 
B/C 

C/D 

１日レッスンと、２日間ツアーの組み合わせ。ゆ

っくりのんびり｢戸隠時間｣を味わえます。ツアー

は｢お仙水コース｣｢めのう山コース｣の２コース 

16127 

16128 
３/26(土)～27(日) 妙高高原の２コース 

B/C 

C/D 

登りゼロで明るい林間の快適な滑りや、広い雪原

が楽しめる妙高高原。プルークボーゲンで OK の

｢のんびりコース｣、長い滑りも楽しむ｢いっぱい

滑るコース｣の２コース 

16129 

16130 

16131 
４/2(土)～3(日) 野沢温泉の３コース 

B/C 

C/D 

D 

自然と温泉が楽しめる野沢温泉。太い大きなブナ

林と雪原を楽しむ｢のんびりコース｣、山頂から麓

まで、林の中を長くひと山滑る｢いっぱい滑るコ

ース｣、鍋倉山に行く｢鍋倉山コース｣の３コース

16132 ４/9(土)～10(日) 月山周辺 D 
広い広い、みちのくらしい風景。この上なく美し
い、ブナの美林。そして長～い滑り。 

16137 
4/29(祝)～5/3(祝) 

(部分参加もＯＫ) 
八幡平 B/C 

たおやかに広がる山々、東北らしいブナの森を、
ゆっくりと。七つの湯の温泉も 

16138 ５/4(祝)～8(日) 八甲田 C/Ｄ
胸のすくような雄大な風景に深呼吸して、温泉に

泊まりながらロングな滑りを楽しみます 

ツアーの対象：A＝スキーがまったく初めて  

B＝ゲレンデスキーでプルークボーゲン(ハ

の字)ができる C＝ゲレンデスキー中級者

以上  D＝テレマークスキーで中級斜面を

普通に滑れる 

レッスンの対象：I＝スキーがまったく初めて  

II＝ゲレンデスキーでプルークボーゲン(ハ

の字)ができる III＝おおよそパラレルター

ンができる IV＝緩斜面でテレマークターンができる V＝中斜面でテレマークターンができる 

レンタルできるもの： 

テレマークスキーセット、グローブ、ゴーグル、一部のウェアなど 



スノーシューで雪山へ  白い森や雪山をハイキング 

講習番号 期日 場所 ひとことポイント 

16102 1/2(土)～3(日) 戸隠高原 
雪景色のパワースポット奥社へ初詣。そして純白の北アルプスの山

並みなど、大展望の中デッキ方面へ。新年らしい清々しい企画です

16104 1/9(土)～11(祝) 高峰高原 
標高 2000ｍの温泉宿・高峰温泉に泊まり、高峰山や篭ノ登山、

トーミの頭など、雪山を歩き、展望を楽しみます 

16107 1/23(土)～24(日) 北八ヶ岳 
輝く霧氷の美しい、亜高山原生林の森と、大展望の北横岳、縞枯山

などを楽しみます。TV でも料理が紹介された｢ぽっかり雲｣泊 

16111 2/11(祝) 入笠山 
日帰りスノーシュー。ゆっくりのんびり山頂に着けば、大きく広が

る八ヶ岳や、中央アルプス、富士山などの大パノラマ 

16113 2/13(土)～14(日) 蔵王山 
スノーモンスターと呼ばれる樹氷原を歩き、蔵王山の 高峰・熊野

岳をめざします。樹氷のライトアップや温泉、グルメも！ 

16124 3/19(土)～21(祝) 
戸隠高原＆飯

縄山 

360 度の大展望・飯縄山登頂や、雪景色のパワースポット奥社杉

並木など、戸隠山を眺めながらのんびりと。宿の食事が美味しい！

対象：どのプランも、雪の上を歩くのが初めての方か

ら、どなたでも(体力的にはハイキング程度です) 

レンタルできるもの：スノーシュー、ストック、スノ

ーブーツ、グローブ、ゴーグル、一部のウェアなど 

 

春の花ハイキング  春の色彩を求めて 

講習番号 期日 場所 ひとことポイント 

16133 4/10(日) 
鐘撞山～円良

田湖 

奥武蔵の桜の名所を、色とりどりの春の野の花を楽しみながら、の

んびり歩きます。立寄り温泉も！ 

16134 4/13(水) 高尾山～城山
平日のすいてる高尾山で、スミレや千本桜など、春の花を満喫しま

す。花の宝庫・高尾山の自然の、本当の魅力をご紹介 

16135 4/17(日) 金冠山 
伊豆半島付根の小さな山。マメザクラのピンク色と、新緑の萌黄色、

淡いパステルカラーに染まった山、そして駿河湾越しの富士山！ 

16136 4/24(日) 坂戸山 

南魚沼の名峰・坂戸山は花の宝庫。カタクリ大群落と桜が同時に見

られ、モモ、エンゴサク、イワウチワなど歩いている間中、花が尽

きることなく現れます。山頂からは真白な越後の山々の大展望！ 

16201 5/14(土)～15(日) 戸隠高原 

一面に広がるピンクのカタクリ大群落をはじめ、ミズバショウ、リ

ュウキンカ、ニリンソウ、キクザキイチゲなど、春の妖精たちの宝

庫。朝の鳥たちのバードコーラスと、戸隠の食も魅力です 

16202 5/21(土)～22(日) 上高地 

梓川沿いの新緑と、雪をかぶった穂高岳の美しいコントラスト。そ

して徳沢に広がる一面のニリンソウ大群落をはじめ、春の花たち。

上高地のコテージに泊まってバーベキューも楽しみます 

対象：初めての方からどなたでも(のんびりゆっ

くりハイキングです) 

レンタルできるもの：レインウェアなど 

 

参加費 

１日プラン：6,800 円(ハイキング)～8,000 円(レッスン)  ２日間プラン：13,500 円～16,000 円 など。 

上記はガイド・講習料のみです。宿泊費、交通費、レンタル料などは別です。 

詳しくは http://www.mokufusha.com   木風舎  ←検索 をご覧ください 



皆様をご案内するおもなガイドのご紹介  （各回交替で担当いたします） 

橋谷 晃  1982 年にネイチュアリング・スクール木風舎を創立、以来その代表。テレビ朝日｢大

人の山歩き｣(2012 年～13 年)、および NHK・Ｅテレ｢チャレンジホビー・あなたもこれから山

ガール｣(2011 年)にレギュラー出演。現在は NHK・BS｢にっぽん百名山｣シリーズ、テレビ東京

｢なないろ日和｣など、さまざまな番組でおなじみ。著書に『ネイチャースキーに行こう』（スキ

ージャーナル）、『トレッキングのＡＢＣ』『失敗しない山道具選び』（山と渓谷社）、『ネイチャ

ースキー』（山海堂）、監修本に『チャレンジホビーあなたもこれから山ガール』(NHK 出版)な

ど多数。(公社)日本山岳ガイド協会公認ガイド、日本テレマークスキー協会公認指導員など。 

森本 英明 やさしくておもしろくて力持ち。(公社)日本山岳ガイド協会公認ガイド、日本テレ

マークスキー協会公認指導員、SIA 認定スキー教師ステージⅢなど。 

橋谷水樹  TAJ 公認テレマークスキー全日本ポイントシリーズ 09 年および 2012 年総合チャ

ンピオン。09 年テレマークスキーFIS 世界選手権日本代表。(公社)日本山岳ガイド協会公認ガ

イド、日本テレマークスキー協会公認指導員など。 

 

体力がなくても大丈夫？ 

どのプログラムも、ハイキングができる方でしたら、充分楽しんでいただけると思います。自然の一つ一

つの表情を、じっくり楽しみながら歩くのが木風舎のスタイル。どこまで行ったということよりも、心に

何を感じたかという豊かさを大切にしたいと思っています。また、すべてベースとなる温泉やペンション

から出発し、そこへ戻るワンデイ型のプログラムなので、軽い荷物で自然を楽しめます。 

１人で参加でも大丈夫？ 

１人で参加しても、すぐに温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。

（お１人で申し込まれる方がほとんどです。） 

女性でも大丈夫？ 

その回にもよりますが、参加者のおおよそ 7 割くらいは女性の方です。 

 

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、スノーシュー、自

然感察などのプログラムを開催しています。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

として知られています。(公社)日本環境教育フォーラム、 (公社)日本山岳ガイド協会、NPO 法人自然体験

活動推進協議会、各正会員。日本テレマークスキー協会公認校。 

 
郵送またはＥメール(PDF 添付)で、各回の詳細資料をお送りします。 
Ｅメール、またはお電話、または WEB サイトのご請求フォーマットでご請求ください。 

詳しくは http://www.mokufusha.com   木風舎  ←検索 をご覧ください 

   〒166-000４ 東京都杉並区阿佐谷南３－４５－４ 
Tel. ０３（３３９８）２６６６    Fax. ０３（３３９８）７４４８ 

Ｅメール  mokufu@mokufusha.com 


