
利用に伴う費用

(1)自然の家使用料(1人当た
'′

)

中学生以下         1泊  3∞円 日帰り150円

高校生および青少年 (30才 未満)1泊  610円  日帰り3∞円

一般 (30才 以上)       1泊  920円  日帰り460円

(2)テント・バンガロー使用料金
中学生以下   暮歩筆お誤 満)

①三角テント  800円     940円
②ドームテント 450円     530円
③テント持込  330円    390円
④ノ`ンガロー 6,330円    7,480円
※三角テントは子ども6人が使用可能
※ドームテントは子ども3人が使用可能
※バンガローは大人6人で使用可能 3棟あり。

(3)多目的ホール使用料 (旧体育館 )

利用時間により金額は異なι′ます。※詳細はHPを参照してください。

(4)食事
朝食 :550円 昼食 :600円  夕食 :800円

弁当 :450円 ～ 自炊セットあり

貸出・販売

炊飯用備品の貸出 (有料)や炊飯用薪、炭などの販売を行つ

ています。 ※詳細はHPを参照してください。

その他

①シーツクリーニング:250円 (1人分、泊数に関係なし)

※布団、枕が汚れた場合、別途クリーニング代を腑求いたします。

②静岡市指定 事業所用ゴミ袋 (緑色 )・ …・・220円
※半透明の物は使えません。事業所用ゴミ袋を持参していただいても
構いません。

〇様々な活用方法を !

・宿泊部屋の広さの基本は約20畳で14人～19人の宿泊が

可能です。また、個人やグループで宿泊できる部屋もあり

ます。

・野外泊のテントは、組み立てるのに仲間の協力が必要な

三角テント(約6人 )や、組み立てが簡単にできる3人用のド

ーム型テントなどがあIJま す。その他、野外炊飯など自然体

験活動は仲間との協働が基本となつています。
。スポーツ合宿、ゼミ合宿、サークル合宿など様々な合宿を

安い予算で行えます。スポーツ合宿でよく利用される多目

的ホールは、バスケットコート1面、パレー練習コート2面、バ

トミントンコート3面が確保できる広さがあ|ります。

一般 (30才以上 )

1,090円

610円

450円

8,640円

丼川自然の家

アクセスマツプ

口坂本経由〈おおよその時間〉
静岡市役所前一玉機橋 (30分 )

玉機橘―玉り11中 (10分 )

五川中一口坂本温泉 (30分 )

口坂本温泉―井川自然の家(30分 )

〈おおよその時間〉
役所前一玉機構 (30分 )

玉機橋―横沢バス停 (20分 )

横沢バス停―富士見峠 (30分 )

富士見峠―井川自然の家 (10分 )

北餞機トンネル

騒機邸便局
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静岡市南アルプスユネスコエコパーク丼川自然

の家は、その大自然をいかして「自然から学ぶJ「活

動を通して学ぶ」を基本理念に建てられた社会教

育施設です。眼下に丼川湖を望み、ユネスコエコパ

ークに認定された南アルプス連山を仰ぐ標高

1000mの地に位置する全国でも稀な山間部の自

然の家です。

四季折々の変化の中での自然体験は、心や体を

鍛え、探究心を満足させてくれる活動になります。

また、自然体験活動をしながら、ご家族でもご利用

いただけるとともに、バスケットボールや剣道、バ

ドミントンといつた運動部活動、大学のサークル活

動、中高生の勉強合宿、企業研修、そして子ども会

や各種団体の親睦活動にもご利用いただけます。

ンソ【お問い合わせ先】

〒428-0504静 岡市葵区井川3055番地の1

TEL 054-260-2761  FA)(054‐260‐2219

ホームベージ:http://www.chy.shizuoka.ip/052000006.html
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丼川自然の家 館内見取り図
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新館2階

最大収容人数320 宿泊室16 リーダー室6 浴室男女各 1

トイレ男女各5 洗面所4 歓談コーナー3 クラフト室1 多目的室 1

多目的ホール(旧体育館。バスケット1面 バレー2面 バドミントン3面 卓球台4台)

新館 1階

テントサイト

キャンプセンター
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テントサイト5(三角テント:46張設営可能)炊 飯棟4(かまど42 いろ|り 2)

バンガロー3 トイレ4 シャワー棟 (男女各 1)

集会広場 (旗掲揚台)営 火場
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個人利用OK′ お一人機から泊春れ春す′

バスケ、バレー、バ ドミントン、

卓球など

多目的ホール (体育館 )

使用料 午前・午後 (9時～17時)で

中学生なら2820円

※年齢、時間等によつて変わります。詳細
はHPでご確認ください。 (裏面参照)

手ぶら (道具は自然の家にそろつていま
す)でキャンプやバーベキューがお楽し
みいただけます。

社員研修や各種学習会、
集中できる環境の中で、
深まります。

勉強合宿等、
お互いの絆も

格安料金

標高1000m  ニホンカモシ
カ等の野生動物に会えるかも。
天の川も見える満天の星

夏の平均気温26℃
ン不要 、秋は紅葉、
景色

宿泊料金 (シーツ代は別)

一般 (30才以上) 920円

高校生及び青少年  610円
コ
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冬 中学生以下

(グ″L…■)旅行て
スポーツ合宿て
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南アルプスユネスコエコパーク丼川自然の家  8 054-260-2761



1 多目的ホール (体育館)の利用について
〇バレーボール・ 00練習コート2面、支柱、ネット、アンテす
〇バスケットボール・ 001面、ゴール6コ
〇バ ドミントン 0003面 、支柱、ネット
〇卓球 000卓球台4台、ネット
〇放送設備・・・マイク、CDデッキ
〇その他・ 。・デジタイマー、得点板、机、いす、冷蔵庫
※ボール、ラケット、シャトル等はご持参ください。
2 多目的ホール (体育館)の使用料について

利用区分

午ll 午 後 午

“

午後 午後 薇■

9:00-1210C ”　
０

０

０

Ю

λ

３

　
１

9:00-17:OC
18:00-
21:00

13:00-
21:00

〕:00-21:0(

15歳未満の者 (3歳未満の者を除く。)及び
その指導者

1,460円 1′ 670Fη 2′ 820円 3,130円 4,400円 5,760Fヨ

15歳以上の青少年(30歳未満の者をいう。)

及びその指導者
1,720円 1,930円 3′ 300円 3′ 660F] 5′ 080F] 6′ 590F]

その他の者 (3歳未満の者を除く。) 1,980円 2,200円 3′ 770円 4,180F] 5′ 760F] 7,430円

3 宿泊棟、テントサイト、多目的ホール (体育館)の予約について
①電話で問い合わせ (空き状況等をお知らせします)

②利用日決定後、電話で申し込み (この時点で仮予約)

③利用申込書を提出 (正式受付完了)

④決定通矢0書をこちらから送付します。 (当日ご持参ください)

4 その他のご利用及び料金等については、電話 (260-2761)で お間合せいただく
かHPをご覧ください。

http://www.Ctty shizuoka ip/052_000006 html
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