Camping at a Closed School in the Yoro-Keikoku Canyon

Clear Creek Hike
Firefly Night Hike
Soba Noodle Making
June 20 (Sat) - 21 (Sun)

大多喜町 旧老川小学校（宿泊） 老川・平沢・会所（活動）
【費用に含まれるもの】
2002 年公立学校優秀施設表彰 文部科学大臣賞
食費（3 食）・プログラ
ム費・指導運営費・通信 【旧老川小学校と廃校活用について】
印刷費 等
1889 年（明治 22 年）養老渓谷の山あいに創立された

Camp for Families
【集合 Arriving 9：30】
【解散 Leaving14：00】 旧老川小学校

【交通】市原鶴舞インターより 19km 上総中野駅/養老渓谷駅より 2.4km
Access: 30min. by car from Ichihara-tsurumai Interchange
2.4km from Kazusa-nakano Station or Yoro-keikoku Station
★１日目 Day One★
集合 旧老川小学校 Arriving Oikawa Elementary School
校舎探検 School Expedition 掃除 泊まる学校をきれいにします。
Cleaning-up the School for Your Stay
昼食（弁当持参）Lunch Time (Bring your own)

天然ホタルが棲む清流を歩こう！
入浴 黒湯の温泉 Hot-springs (Black Hot Water)

（2013-14 年は NPO 大多喜みらい塾で主催）

This camp is an effort to promote effective use of Oikawa
Elementary School established in 1889, closed in 2013.

★２日目 Day Two★
朝の散策 Morning Walk 朝食・片づけ

そば打ち（老川小学校

旧会所分校）

地元の達人が教えてくれます。

Soba Buckwheat Noodle Making
Instructed by Local Villagers

ホタルが棲む清流ウォーク
Creek Hike Where Fireflies Inhabit

自然豊かな渓谷の学校。2002 年に改築されたが、進む
過疎・少子化のため 2013 年廃校。本キャンプは廃校の
有効活用の一環として行われる 3 度目のキャンプ。

(at the Kaisho brunch Campus closed 2001)
本校戻り・掃除 校舎に“お別れ”の掃除をします。

Farewell Cleaning

竹筒ごはんづくり大多喜町はタケノコの名産地

解散 Leaving

Rice Cooking with Bamboo Cylinder
ホタルウォッチ Firefly Night Hike

※天候・参加人数などによりプログラムが変更になる場合があります。

川から湧き上がるホタルのトンネルを歩こう！ 就寝（旧老小）
バス（貸切）移動
朝霧野外活動センター
着 Contact
◆お申込み・お問合せ
夕食（施設食）

NPO 法人千葉自然学校
ナイトハイク

us:

N.B. Actual programs may vary due to
the number of participants and weather.

◆受付窓口：平日１０：００～１9：００(月曜定休) Tuesday to Friday

Chiba Nature School, Non Profit Organization

 日本語 Tel：０４３-２０２-７１７３ e-mail： camp@chiba-ns.net
入浴・就寝（施設泊）
 English Inquiry: e-mail： camp@chiba-ns.net
※【中止について】天災による運行不能の場合、またはお申込人数が催行人員（定員の半数）に満たない場合はプログラムを中止にする場合があります。

【Cancellation】The camp will be canceled, if it has natural disaster prohibiting traffic, or it doesn't reach the minimum participant count.

▲千葉自然学校ブログ▲
活動の様子を
リアルタイムに更新中！

※【申込者様のご都合によるキャンセルの場合】キャンプ開催日20日前～8日前にキャンセルした場合…費用の20％、7日前～2日前にキャンセルした場合…費用の30％、
前日にキャンセルした場合…費用の40％、キャンプ出発前にキャンセルした場合…費用の50％、キャンプ開催後にキャンセルした場合…費用の100％をキャンセル料としていただきます。

【Cancellation due to personal emergencies】Cancellation fees will be charged according to the notify days prior to the camp date as follows: 8-20 days before
the camp = 20%, 2-7 days before the camp = 30%, 1 day before the camp = 40%, same day of the camp (by 8:00am) = 50%, no-show or later notification = 100%.

