
浅間山麓/ 
吾妻郡地区 教育旅行／林間学校 体験プログラム集 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



浅間火山体感 黒斑山プラン 2泊3日型 

火山としての浅間山を学び、最も浅間山の姿をよく見られる

黒斑山に登山し、地球のスケールを体感するプランです。 

月日 行  程 宿泊地 

 
 
 

1 

 
 
 
／ 
（ ） 

関東各地 ====== 碓氷軽井沢IC ====== 軽井沢（昼食） ====== 
 8：30                       12：00    13：00 
 
====== 鬼押出し園（エコツアーガイドによる鬼押出し溶岩流と動植物の観察ガイド） ====== 
      14：00                                         16：00 
 
ホテル着・入所式 ====== 夕食 ====== 浅間・吾妻のスライド上映とお話 ====== 入浴・就寝 
 16：30            18：00      19：30               20：30      

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 

 
 

2 

 
 
／ 
（ ） 

朝食 ====== 車坂峠（黒斑山登山・ド迫力の近景浅間山を望む） ====== 山頂・昼食 ====== 
 7：00     10：00                                     12：45 
 
車坂峠 ==== ホテル === 入浴 === 夕食 ====== 星空シアター＆星空観察会 ====== 就寝 
 15:15    17：00            18：30     19：30             20：30     

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 

3 

 
 
／ 
（ ） 

朝食 === 部屋チェック === ピュア・ネイチャークラフト作り（ドリームキャッチャー） ====== 
 7：00     8：00       9：00                             11：00 
 
碓氷軽井沢IC ===== 横川おぎのや（釜飯・昼食） ===== 学校 
 12:00                12：20            16：30 

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



浅間山と共に生きる体験学習プラン 2泊3日型 

1783年、浅間山大噴火による土石なだれで埋没し復興を遂げた鎌原

村の再生物語に触れ、「家族」や「絆」について考えてみましょう。 

「愛妻の丘」で大切な誰かにお手紙を書いてみましょう。 

月日 行  程 宿泊地 

 
 
 

1 

 
 
 
／ 
（ ） 

関東各地 ====== 碓氷軽井沢IC ====== 軽井沢（昼食） ====== 
 8：30                       12：00     13：00 
 
====== 峰の茶屋（小浅間山登山---浅間火山と動植物の観察ガイド） ====== 
      13：30                              16：30 
 
ホテル着・入所式 ====== 夕食 ====== 浅間・吾妻のスライド上映とお話 ====== 入浴・就寝 
 17：30            18：00      19：30               20：30      

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
／ 
（ ） 

朝食 ====== 鬼押出し園（エコツアーガイドによる鬼押出し溶岩流と動植物の観察ガイド）  ==== 
 7：00     9：00                                          10：30 
 
鎌原観音堂・嬬恋郷土資料館・鎌原集落散策（鎌原村の再生物語に触れる） ===== 
 10：45                                         12：45 
 
鬼押出し園（昼食） ====== 愛妻の丘（大切な人に出すポストカード、キャベツのおやつ）  =====  
 13：00     14:00    14：45                               15：45     
 
ホテル === 入浴 === 夕食 ====== 星空シアター＆星空観察会 ====== 就寝 
 16：30           18：00     19：30            20：30     

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 

3 

 
 
／ 
（ ） 

朝食 === 部屋チェック === ピュア・ネイチャークラフト作り（ドリームキャッチャー） ====== 
 7：00     8：00       9：00                             11：00 
 
碓氷軽井沢IC ===== 横川おぎのや（釜飯・昼食） ===== 学校 
 12:00                12：20            16：30 

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



首都圏の水瓶 吾妻の水源地を巡るプラン 2泊3日型 

首都圏3300万人へ水を供給する利根川。八ッ場ダムで話題の支

流・吾妻川のさらに上流へ訪れ、湧水地を巡って、水の生まれると

ころを見学します。清流石樋では沢歩き・ハイキングもします。 

月日 行  程 宿泊地 

 
 
 

1 

 
 
 
／ 
（ ） 

関東各地 ====== 碓氷軽井沢IC ====== 軽井沢（昼食） ====== 
 8：30                       12：00           13：00 
 
====== 鬼押出し園（エコツアーガイドによる鬼押出し溶岩流と動植物の観察ガイド） ====== 
      14：00                                         16：00 
 
ホテル着・入所式 ====== 夕食 ====== 浅間・吾妻のスライド上映とお話 ====== 入浴・就寝 
 17：00            18：00      19：30               20：30    

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
／ 
（ ） 

朝食 ====== 「干俣のしみず」着・湧水地ウオーク開始 ==== 干俣神社（第二の湧水）・バス乗車 
 7：00     9：00                            10：00             10：30 
 
==== バラギ湖・半周ウオーク（第三の湧水） === 昼食 === 石樋ハイキング開始 === 石樋の滝 
    11：00                        12：00   13：00              14：00 
 
==== 源流の森（第四の湧水） === 東海大学嬬恋研修センター ==== ホテル === 入浴 === 
    15：00                16:00                  17：00     
 
==== 夕食 ===== 星空シアター＆星空観察会 ====== 就寝 
    18：00    19：30             20：30     

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 

3 

 
 
／ 
（ ） 

朝食 === 部屋チェック === ピュア・ネイチャークラフト作り（ドリームキャッチャー） ====== 
 7：00     8：00       9：00                             11：00 
 
碓氷軽井沢IC ===== 横川おぎのや（釜飯・昼食） ===== 学校 
 12:00                12：20            16：30 

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



浅間（溶岩）・白根（火砕丘）・万座（森）観察ウオーキング 2泊3日型 

初日は浅間山の鬼押出し溶岩流を学び、翌日午前は吾妻を代表

する活火山・草津白根山の火砕丘や旧火口を巡って古い火山のこ

とを学び、午後には万座温泉の天然林で森の営みを学びます。 

月日 行  程 宿泊地 

 
 
 

1 

 
 
 
／ 
（ ） 

関東各地 ====== 碓氷軽井沢IC ====== 軽井沢（昼食） ====== 
 8：30                       12：00           13：00 
 
====== 鬼押出し園（エコツアーガイドによる鬼押出し溶岩流と動植物の観察ガイド） ====== 
      14：00                                         16：00 
 
ホテル着・入所式 ====== 夕食 ====== 浅間・吾妻のスライド上映とお話 ====== 入浴・就寝 
 17：00            18：00      19：30               20：30    

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
／ 
（ ） 

朝食 ===== 弓池駐車場・白根山火砕丘ウオーク開始 ==== 白根山の自然学習ビデオ鑑賞 === 
 7：00     9：30                            9：45            10：15 
 
湯釜 == 弓池・弓池湿原 == 白根隠し・白根神社奥宮（昼食） == 弓池駐車場 == 万座温泉 
 11：00     11：40            12：20               13：10      13：30 
 
万座周遊ウオーク開始（牛池・熊四郎岩窟・朝日山ゴヨウマツ・空吹き等） ==== ホテル 
 13：30                                      16：00    17：00 
 
==== 入浴 ==== 夕食 ===== 星空シアター＆星空観察会 ====== 就寝 
           18：00     19：30             20：30     

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 

3 

 
 
／ 
（ ） 

朝食 === 部屋チェック === ピュア・ネイチャークラフト作り（ドリームキャッチャー） ====== 
 7：00     8：00       9：00                             11：00 
 
碓氷軽井沢IC ===== 横川おぎのや（釜飯・昼食） ===== 学校 
 12:00                12：20            16：30 

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



「富岡製糸場と絹産業遺産群」学習と吾妻体験プラン 2泊3日型 

前半に世界遺産登録に推薦された富岡製糸場や、生糸や繭を運輸するためにつくられた碓

氷峠鉄道施設群、吾妻郡中之条町六合村の養蚕農家の集落（重要伝統的建造物）を訪問し、

絹産業と養蚕農家のことを学びます。他には鬼押出し溶岩流遊歩道を学習ウオーキングをし

たりホタル鑑賞、語り部による民話など当地の様々な体験をします。 

月日 行  程 宿泊地 

 
 
 

1 

 
 
 
／ 
（ ） 

関東各地 ====== 富岡IC ====== 富岡製糸場（ボランティアによるガイド） ===== 富岡IC ==== 
 8：30        10：00         10：30           11：30         12：00 
 
横川IC ==== おぎのや（昼食） ==== 遊歩道アプトの道ウオーキング（めがね橋など見学） 
         12：30             13：30                            15：00 
 
ホテル着・入所式 ====== 夕食 ====== 浅間・吾妻のスライド上映とお話 ====== 入浴・就寝 
 16：30            18：00      19：30               20：30   

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
／ 
（ ） 

朝食 ==== 出発 ==== 重要伝統的建造物群保存地区「赤岩集落」散策  === バス移動 === 
 7：00    8：00     9:00                         10:30               11：15 
 
ホテル・昼食 ==== 浅間火山博物館・自然遊歩道（鬼押出し溶岩流）散策 === ホテル・入浴 === 
 12：15        13：30                          16：00       16：15       
 
夕食 === 林のゲンジボタル鑑賞と六合村の民話 === バス移動 === ホテル・就寝 
 17：30   19：00                  20：00             20：30 

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 

3 

 
 
／ 
（ ） 

朝食 === 部屋チェック === ピュア・ネイチャークラフト作り（ドリームキャッチャー） ====== 
 7：00     8：00       9：00                             11：00 
 
碓氷軽井沢IC ===== 横川おぎのや（釜飯・昼食） ===== 学校 
 12:00                12：20            16：30 

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



亜高山帯の湖沼と湿原を巡るプラン 2泊3日型 

初日は比較的安易な自然探勝コースを歩いて自然観察をし、翌日

はさらに山登りをして亜高山帯針葉樹林に分け入り、上信越高原

国立公園の湖沼や湿原、天然林の様子を観察します。 

月日 行  程 宿泊地 

 
 
 

1 

 
 
 
／ 
（ ） 

各地 ==== 昼食 ==== 信州中野IC ==== 志賀高原総合会館98・自然探勝コースハイキング開始 
 8：00             13：00        13：45 
 
==== 蓮池～下ノ小池～長池～上ノ小池～三角池～田ノ原湿原～木戸池 ==== バス移動 ====  
                                           16：30 
 
ホテル着・入所式 ====== 夕食 ====== 星空シアター＆星空観察会 ====== 入浴・就寝 
 18：15            18：30      20：30            21：00   

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
／ 
（ ） 

朝食 ==== 出発 ==== 硯川駐車場・志賀高原池めぐりコーストレッキング開始 ==== 
 7：00    8：30     10：15 
 
硯川～前山湿原～渋池～四十八池 === 大沼池（昼食） === 池尻～清水公園 === バス移動 
                          12：00   13：00            14：45 
 
=== ホテル === 入浴 ==== 夕食 ==== 星空シアター＆星空観察会 ===== 就寝 
   17：00            18：00     19：30          20：30     21：00 

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

 
 

3 

 
 
／ 
（ ） 

朝食 === 部屋チェック === ピュア・ネイチャークラフト作り（ドリームキャッチャー） ====== 
 7：00     8：00       9：00                             11：00 
 
碓氷軽井沢IC ===== 横川おぎのや（釜飯・昼食） ===== 学校 
 12:00                12：20            16：30 

浅間山麓・西吾妻地
区のホテル・旅館 
 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



温泉に入る野猿と千年の森プラン 2泊3日型 

初日は温泉に入浴する野猿を観察し、翌日は遥かな時を経て溶岩

台地から深い天然林へと遷移した「志賀高原自然教育園」の幻想

的な森を歩きます。数々の巨木から生命力を感じることでしょう。 

月日 行  程 宿泊地 

 
 
 

1 

 
 
 
／ 
（ ） 

各地 === 昼食 === 信州中野IC === 上林温泉 ==（徒歩）～ 地獄谷野猿公苑 ～（徒歩）== 
 8：00            13：00        13：30         14：10     15：00   
 
上林温泉 ==== バス移動 ==== ホテル着・入所式 ==== 入浴 ==== 夕食 ===== 
 15：30                  16：40                   18：00 
 
星空シアター＆星空観察会 ==== 就寝 
 18：00        19：30          

浅間山麓・西吾妻地区
のホテル・旅館 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
／ 
（ ） 

朝食 === 出発 === 志賀高原自然保護センター・見学 === 志賀高原自然学習ハイキング開始 
 7：00   8：30            9：10               10：00 
 
・蓮池～下ノ小池～ 志賀高原自然教育園（下の広場〔たこ松コース〕～上の広場～ふたご岩～ 
                 10：40                         11：20    11：55 
 
まが玉の丘（昼食）～クロベ巨木～下の広場〔長池〕）～田ノ原湿原～木戸池 === バス移動 === ホテル === 
 12：10    13：00   13：30          14：30   15：30    16：00              16：40  
 
入浴 === 夕食 === バス移動 ==== 石の湯ゲンジボタル鑑賞 ====バス移動 === ホテル ==== 就寝 
       18：00     19：00      19：30        20：30      21：00 

浅間山麓・西吾妻地区
のホテル・旅館 
 

3 ／ 
（ ） 

朝食 == 部屋チェック == ものづくり体験等 === 碓氷軽井沢IC == おぎのや（昼食） == 学校 
 7：00     8：00      9：00    11：00      12:00        12：20       16：30 

浅間山麓・西吾妻地区
のホテル・旅館 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



黒斑山登山 

浅間山の第一外輪山の最高峰が、黒斑山（くろふやま、標高2,404 m）です。浅間山の最も美しい姿

を見られるのが黒斑山で、浅間山の噴火レベルが高い場合は黒斑山が浅間山の代わりとして登ら

れています。元々黒斑山は2,800ｍ級の成層火山でしたが、約2万5000年前に大崩壊が起こり、現在

の様な馬蹄形のカルデラ壁を残す山となりました。凄まじい絶壁と重厚な浅間山の山容。地球のス

ケールを感じることができるでしょう。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県嬬恋村、長野県小諸市 

２．時 期 6月～10月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約5時間（昼食時間含む） 

４．受入人数 ～100名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名25,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 駐車料金及びトイレ使用料金が別
途かかります。 

万座温泉からだと、バス移動時間
が約2時間かかります。 

《個別プログラム－登山》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



小浅間山登山 

浅間山の東の裾野にドーム状にせり出した浅間山の寄生火山、小浅間山（標高1,655ｍ）を、浅間火

山の学習をメインに、動植物についても学習ながら登山します。 

往復で2.5時間と所要時間は短いですが、山頂付近は急傾斜のガレ地になっており、ハイキングより

も登山系の山行になります。火山礫に覆われた山頂付近は広くなだらかで、素晴らしい展望が待っ

ています。  ※鬼押出し溶岩散策・浅間火山学習とのセットはガイド料25,000円です。 

項   目 内  容 

１．場 所 長野県軽井沢町 

２．時 期 5月～11月上旬（雪が積もるまで） 

３．体験時間 2.5時間～3時間 

４．受入人数 ～200名様まで 

５.  
体験料金 

ガイド派遣料1名20,000円（理想はガ
イド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 降車、乗車は一時的に路肩に停車
して行います。鬼押出し溶岩、鎌原
観音堂もプログラムに入れると学習
効果大です。 

《個別プログラム－登山》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



池の平、湿原と高山植物、天然林 

浅間山の西側にある池の平湿原は、浅間山と同系列のマグマを持ったかつての火山の噴火口です。

現在は高山型と山地型、湿原型の植物が入り乱れ、植物観察の宝庫として重宝されています。 

湿原散策だけでなく、かつての噴火口縁には整備された登山道があり、見晴岳から見える佐久平の

町並みの風景や、道中の北アルプスなどの眺望が楽しめます。最後は亜高山帯針葉樹林の見事な

天然林の中を通り、深山の霊気に打たれながら下山します。 

項   目 内  容 

１．場 所 長野県東御市 

２．時 期 5月下旬～10月 

３．体験時間 約5時間（昼食時間含む） 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名20,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 池の平駐車料金大型車3,000円 

帰りは湯の丸地蔵峠駐車場まで歩
きます。登山道の整備状態が良い
ので雨天でも実施可能です。 

《個別プログラム－登山》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



湯の丸山レンゲツツジ鑑賞トレッキング 

湯の丸山には60万株のレンゲツツジがあるといわれており、6月の花の頃には大勢の観光客で賑

わっています。元々は大規模な牧場で、牛馬にとって有毒なレンゲツツジが食べられなかったために、

このような大群落になりました。しかし、牛肉の輸入自由化により畜産業は大きく低迷し、300頭以上

いた放牧数は現在30頭以下となり、現在は牛馬の代わりに地元のボランティアがレンゲツツジ以外

の植物を草刈、除伐作業を行なっています。レンゲツツジの盛衰の歴史を社会現象として学びます。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県嬬恋村鹿沢 

２．時 期 6月 

３．体験時間 約5時間（昼食時間含む） 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名20,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 湯の丸地蔵峠から登り始め、つつ
じ平でレンゲツツジを鑑賞し、湯ノ
丸山山頂で昼食後、旧鹿沢温泉に
向けて降りてゆきます。バスは旧
鹿沢温泉で乗車します。 

《個別プログラム－登山》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



湯の丸山登山 

国指定天然記念物のレンゲツツジ群落で有名な湯ノ丸山は、池の平や草津白根山に比べると自然

の魅力は少ないですが、小中学生の林間学校のプログラムで、山頂踏破を目指すことで「困難な課

題を周囲の友達と一緒に成し遂げる」という登山体験をし、生きる力と集団生活力を身につける。』の

あれば、ルートの程よい困難さ、所要時間、アクセス・駐車場等、浅間山域では最もちょうど良い山で

す。往復ルートと周回ルートの２コースが取れます。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県嬬恋村鹿沢 

２．時 期 5月～10月 

３．体験時間 約5時間（昼食時間含む） 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名20,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 東御市湯の丸キャンプ場から登り
はじめ、鐘分岐～山頂の往復コー
スが最短ですが、烏帽子岳方面か
ら登りゲレンデに降りてくる周回
コースも人気です。 

《個別プログラム－登山》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



本白根山コマクサ鑑賞トレッキング 

草津白根山は高山植物の女王・コマクサの大群生地として知られています。しかし、一時コマクサは

喘息や腹痛の特効薬と考えられ、また見た目の美しさからも盗掘が後を絶たず、絶滅の危機にあり

ました。しかし、数名の地元ナチュラリストが地元草津町の小中学生の協力を得て長年、保護増殖活

動に取り組み、現在のような日本屈指の群生地となりました。そのコマクサを見に行くトレッキングで

す。弓池駐車場から出発し、登山道を周遊して元の場所に帰ってきます。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県草津町、嬬恋村 

２．時 期 6月中旬～8月上旬 

３．体験時間 約6時間（昼食時間含む） 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名25,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 白根山駐車料金大型車1,630円 

湯釜、弓池などを散策してから本
白根山へ向かいます。 
昼食は鏡池で取ります。 

《個別プログラム－登山》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



志賀高原・自然探勝コース トレッキング 

志賀高原の成り立ちや自然を手軽に知ることのできるコースです。たくさんの湖沼と湿原をめぐる途

中、志賀山の溶岩台地と原生林の森も歩くことができます。志賀高原の特徴をギッシリと詰め込んだ

宝箱のようなコースですが、国道292号線を縫うようなコースなので、秘境ムードには欠けています。

ただし、短い時間で多様な自然を観察できる、教育旅行などに適した、優れたコースです。 

項   目 内  容 

１．場 所 長野県山ノ内町 

２．時 期 5月～10月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約2.5～3時間 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名18,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 信州大学自然教育園とセットにし
た場合は、計5.5～6時間のコース
となり、ガイド派遣料は25,000円に
なります。 

《個別プログラム－登山》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



信州大学自然教育園 トレッキング 

志賀山（2,036m）の激しい火山活動がもたらした複雑な溶岩地形は、遥かな時を経て亜高山帯の針

葉樹を主体とした原生林へと遷移しました。厳しい自然条件の中で巧みに生き抜いてきた古巨木の

数々からは、生命力の凄まじさをまじまじと見せつけられることでしょう。クロベの巨木、くぐり岩など

見所も豊富で、“深山の霊気に打たれる”コースとも言えます。 

項   目 内  容 

１．場 所 長野県山ノ内町 

２．時 期 5月～10月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約3時間 

４．受入人数 ～100名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名18,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 自然探勝コースとセットにした場合
は、計5.5～6時間のコースとなり、
ガイド派遣料は25,000円になりま
す。 

《個別プログラム－登山》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



志賀高原・池めぐりコース トレッキング 

自然探勝コースよりももっと深く豊かな森と自然を、長い時間かけてトレッキングするコースです。奥

山の亜高山針葉樹の原生林の森と湖沼を巡ります。日ごと浮島の位置を変える渋池や湖面の色を

変える大沼池、森の精霊が舞い踊る四十八池湿原は神秘的な空気に包まれています。深い森を芳

香成分『フィトンチッド』のスチームが、霧のように包んでいます。これこそがディープ・フォレストです。 

項   目 内  容 

１．場 所 長野県山ノ内町 

２．時 期 5月～10月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約6時間（昼食時間含む） 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名25,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 このコースの後に、清水口からさら
に信州大学自然教育園、自然探
勝コースなどをセットすることも可
能です。 

《個別プログラム－登山》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



吾妻の水源地を巡るプラン 

利根川の支流・吾妻川のさらに上流へ訪れ、湧水地を巡って、水の生まれるところを見学します。初

めに嬬恋村干俣の名水「干俣のしみず」、「干俣神社の湧水」を訪ね、バラギ湖を散策後、昼食をとり、

午後からは嬬恋村の天然記念物「石樋」にハイキングし、清流に生息するハコネサンショウウオを見、

さらに上流の「源流の森」も訪問します。各地で水質検査を行い、水比べの環境学習もお勧めです。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県嬬恋村干俣 

２．時 期 6月～10月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約7時間（昼食時間含む） 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名25,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 バラギ湖散策はトイレ・広場使用
料として一人300円かかります。 

水質検査の器具等を当方で準備
する場合は別途料金がかかります。 

《個別プログラム－ハイキング》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



万座の自然観察ウオーキング 

白根山と四阿山の間に広がる、深い山谷と森林に覆われた万座川流域。その一帯は「まんざ」とよ

ばれ、神々の森として畏敬されてきました。亜高山帯針葉樹林にただよう、深山の霊気を浴びながら、

牛池と湿原、根上がりの木、ゴヨウマツの巨木など、手付かずの天然林と自然風景を観察しましょう。 

 ※白根火山・弓池ウオーキングとセット（ガイド料25,000円）で実施すると、とても効果的です。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県草津町、嬬恋村万座温泉 

２．時 期 6月～10月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約2時間半～3時間半 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名18,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 万座温泉の宿泊施設で入浴（別途
料金）することもオススメです。 

万座ハイウェー通行料は大型
4,200円、小型2,620円、乗用車
1,050円（2014/7/16現在）。 

《個別プログラム－ハイキング》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



白根火山・弓池ウオーキング 

草津温泉や万座温泉などの名泉を生み出す山・草津白根山。古い火山ですが山頂付近には近年の

噴火でできた噴火口や火砕丘がいくつもあります。これらの火砕丘を白根山の噴火・形成史を踏まえ

ながら観察して回ります。パワースポット・白根神社奥宮で昼食を取るのもオススメです。 

※万座の自然観察ウオーキングとセット（ガイド料25,000円）で実施すると、とても効果的です。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県草津町 

２．時 期 6月～10月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約2時間半～3時間半 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名18,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 白根山駐車料金大型車1,630円 

可能ならば、草津白根パークセン
ターで白根山の自然について学習
します。 

《個別プログラム－ハイキング》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



宿からスタート／ゴールするウオークラリー 

ウォークラリーは歩く楽しさをもとに、実施する地域の自然や文化を発見できる野外プログラムです。

渡される地図をもとに、途中で与えられる課題をグループ（5人一人がベスト）で解決しながら、規定

時刻通りに目的地に着くように歩き進みます。課題の合計得点が最も高いチームが優勝となります

が、規定時間があるために課題はテキパキとこなさなくてはなりません。また、規定時間よりも早く着

きすぎても減点となるので、極端に遅れてしまった場合を除き、むやみに走ったりすることはありませ

ん。 
項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 5月～11月上旬（雪が降るまで） 

３．体験時間 2時間～3.5時間 （規定ゴール時間は
1.5時間～2.5時間） 

４．受入人数 40名～200名様まで 

５. 体験料金 一人1,800円（スタッフは学生10名に
対して一人の割合で対応します。） 

６. その他 中学生以上はコンパスを使った問題
をいくつか出題します。熊よけ鈴とコ
ンパスをグループにひとつ貸出します。 

《個別プログラム－冒険散策》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 

チームワークや合意形成力が身につき、林間学校

の最初のプログラムとして優れています。 



鬼押出し溶岩流散策と浅間火山学習 

浅間山が1783年大噴火の際に火口から吐き出した鬼押出し溶岩流（鬼押出し園、浅間園）をエ

コツアーガイドの案内解説で散策します。浅間火山のことや溶岩について、園内の動植物につ

いても解説します。園内はすべて舗装路となります。また、教育旅行のテーマを「浅間火山」に

特化するならば、「小浅間山登山」や「黒斑山登山」をセットにするとより効果的です。 

 ※小浅間山登山とのセットはガイド料25,000円です。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県嬬恋村 

２．時 期 5月～11月上旬（雪が積もるまで） 

３．体験時間 1.5時間～2時間 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名15,000円（理想はガ
イド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 鬼押しハイウェー通行料が別途かか
ります。 

鬼押出し園の場合は、入園料がかか
ります（浅間園は無料）。 

《個別プログラム－散策》 
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浅間山と共に生きる体験学習プラン 

1783年浅間山大噴火で発生した土石なだれにより埋没し復興を遂げた鎌原村を訪問し、火山災害と

生活文化の実態に迫ります。鎌原観音堂、嬬恋郷土資料館、そして現在の鎌原集落も散策してみま

す。「家族の絆」「いのちとは？」などに迫る学習をした後に、嬬恋村の新名所「愛妻の丘」に行き、大

切な家族に対して絵はがきを出してみましょう。 

※小浅間山登山とのセットはガイド料30,000円、鬼押出し溶岩流とのセットはガイド料25,000円です。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県嬬恋村鎌原、田代 

２．時 期 6月～10月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約4時間半 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名20,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 嬬恋郷土資料館入館料が別途か
かります。 
ポストカードと送料代金が一人100
円かかります。 

キャベツのおやつ（有料）を食べて
和むのもお勧めです。 

《個別プログラム－散策》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



遊歩道アプトの道ウオーキング 

富岡製糸場でつくられた繭、生糸を運搬するために碓氷峠の難所はアプト式と言われる登山鉄道が

建設されました。その廃線敷を利用して、横川駅～熊ノ平駅の間の約6kmが、遊歩道として整備され

ています。まずはめがね橋までバスで行き、横川駅まで歩いて降りてきます。日本最大のレンガアー

チ橋である「碓氷第３橋梁（めがね橋）」やレンガ造りのトンネル、日本最初の変電機関車による列車

運行を支えた「旧丸山変電所」をはじめとする『碓氷峠鉄道施設群』を見学します。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県安中市 

２．時 期 4月～12月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約2時間～3時間 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 ガイド派遣料1名20,000円（理想は
ガイド1名に対しお客様20名まで） 

６. その他 現地のボランティアガイドが受け入
れした場合は、ガイド料金は格安
になります。 

《個別プログラム－散策》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



重要伝統的建造物群保存地区「赤岩集落」散策 

赤岩集落は典型的な養蚕農家の集落です。江戸時代後期から明治時代に建てられた主屋や土蔵、

付属舎、庭といった基本構成からなる屋敷が連続して、当時の日本の原風景的な景観を保持してい

ます。又、集落内には観音堂や赤岩神社など、地域の神様が大切にされていて、当時の生活の一端

を見ることができます。この昔話に出てくるような赤岩集落をガイドがご案内します。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県中之条町六合地区 

２．時 期 5月～11月（雪が積もるまで） 

３．体験時間 約1時間～2時間 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 お客様1名につきガイド料1,000円 

６. その他 

《個別プログラム－散策》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



夜の自然探索ウオーク 

人間は昼間活動し、夜には休息するのが普通ですが、野生動物の中には夜に活発に動くのが普通

の動物もいます。では野鳥はどうしているのかな？両生類は？昆虫は？・・・地元の自然博士の案内

で、夜の森を歩き、動植物の夜の生活を覗いてみましょう。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 6月～10月 

３．体験時間 約1時間～1時間半 

４．受入人数 10名～50名様まで（出発に時間差
をつければ大人数も可能） 

５. 体験料金 お一人様2,000円 

６. その他 滞在地の周辺で夜間に散策できる
場所がない時は、大型バスで適地
に移動することになります。 

（例えば嬬恋村内ならバラギ湖な
ど） 

《個別プログラム－夜の散策》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



林のゲンジボタル鑑賞 

長野原町林地区のホタルはゲンジボタルで、昔から住み着いている、遺伝子汚染のされていないホ

タルです。夕立が来るくらい蒸した日、暑い夜の方が飛び、月明かりが無い、暗い夜の方が飛ぶそう

です。2013年6月竣工予定の道の駅から、歩いて約15分の立地の沢に出現します。 

                             ホタルを守っている地元の方々がご案内いたします。 
項   目 内  容 

１．場 所 群馬県長野原町林地区 

２．時 期 6月後半～7月中旬 

３．体験時間 約1時間（移動30分、見学30分） 

４．受入人数 1回につき40名様まで 

５. 体験料金 お一人様600円 

６. その他 そんなに広いところではありません
ので、一度に案内できるのは40名

までです。待ち時間を消化できるよ
うなプログラムをご準備ください。 

懐中電灯を持ち入れる場合は、赤
いセロファンを貼っておいていただ
けますようにお願いします。 

《個別プログラム－夜の散策》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



石の湯のゲンジボタル鑑賞（志賀高原） 

志賀高原の夏の夜の風物詩、石の湯ゲンジボタル。石の湯の岩倉沢川は日本一標高の高い（標高

約1650m）ゲンジボタル発生の地です。川には岸辺から湧き出した温泉が入り込むため、水量を安

定させると共に、幼虫のエサとなるカワニナを大量に発生させる為、標高の高い志賀高原でもホタル

が観察できるのです。平成20年3月には、国の特別天然記念物に指定されました。 

 
項   目 内  容 

１．場 所 長野県山ノ内町 

２．時 期 7月中旬～8月中旬 

３．体験時間 約2時間（移動120分、見学40分） 

４．受入人数 200名様まで 

５. 体験料金 お一人様600円 

６. その他 時期には修学旅行生が押しかけ、
長蛇の列になっています。終了時
間が後ろにずれ込むことが多くなり
ます。 

赤いセロファンを貼った懐中電灯
を、グループに一つずつ、お貸出し
いたします。 

《個別プログラム－夜の散策》 
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塩沢村のホタル 

軽井沢町の塩沢村は昔から天然のホタルが沢山生息している地域です。2011年、地域のホタ

ルの会が発足、活動を始めました。ヘイケボタル、ゲンジボタルの二種が生息しています。塩

沢村の小川や水路に点在するホタルを探しながら歩く1kmのナイトツアーを地元の地域ガイド

がご案内します。 

項   目 内  容 

１．場 所 長野県軽井沢町塩沢 
（軽井沢駅より車で15分） 

２．時 期 7月上旬～7月20日まで 

３．体験時間 約60分間 

４．受入人数 200名様まで 

５. 体験料金 料金検討中 

６. その他 詳細は塩沢村で活動をしている軽
井沢ネイチャークラブ（事務局：五
井野 太志TEL0267-44-6222）にお
問い合わせを。 

《個別プログラム－夜の散策》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



縄ない体験と縄より馬づくり 

農家の冬仕事の一つに「ワラ仕事」があります。昔は草履や長靴、お正月飾りなど多く使われていま

した。先人の知恵と技術を実体験します。縄を叩くところから行い、縄をたくさん綯って、最後には縄

クラフト『縄より馬』を作ってみましょう。アイデア次第で様々な動物ができます。 

 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約2時間 

４．受入人数 10～100名様まで 

５. 体験料金 お一人様2,000円 

６. その他 指導者は10人に対して1名の割合

で配置します（指導者派遣料１名
に付き2万円）。予算的に厳しけれ

ば、大人数を受け持ちますが指導
が行き届かない可能性があります。 

《個別プログラム－ものづくり》 
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竹皮でつくる簡単クラフト 

竹（マダケ）の皮を使って、簡単な玩具を作ってみましょう。カタツムリ、熱帯魚、ころころボール… 

最後には竹皮で縄を綯います。縄ないは昔は農家の大切な冬仕事。縄でいろんなものを作りました。

竹でなう縄は藁よりも丈夫だと評判です。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約2時間 

４．受入人数 10～100名様まで 

５. 体験料金 お一人様2,000円 

６. その他 指導者は10人に対して1名の割合

で配置します（指導者派遣料１名
に付き2万円）。予算的に厳しけれ

ば、大人数を受け持ちますが指導
が行き届かない可能性があります。 

《個別プログラム－ものづくり》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



ピュア・ネイチャークラフト（ドリームキャッチャー）づくり 

吾妻の芸術家、スタン・アンダソン氏（中之条町暮坂高原在住）によるワークショップです。木の実や

枝や皮、鳥の羽、巣材など、100％天然素材だけでドリームキャッチャーをつくってみます。 

ホテルの敷地内で広いところがあるのが理想の実施場所です。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 6月～10月 

３．体験時間 約2時間～2時間半 

４．受入人数 20～120名様まで 

５. 体験料金 お一人様3,000円 

６. その他 ナイフ等刃物を使用しますので、
取り扱いには十分にご注意くださ
い。協会としては傷害保険にかけ
ませんので、旅行保険の範囲でご
対応いただきます。 

《個別プログラム－ものづくり》 
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樹木の紙でお面づくり 

吾妻の芸術家、スタン・アンダソン氏（中之条町暮坂高原在住）によるワークショップです。森の樹木

の皮を叩きくだいて水に浸し、和紙の原料のようなものを作って、オリジナルのお面をつくってみま

しょう。出来あがったお面は乾燥させてから後日学校へと送付します。 

※丸２日間かけて、樹木の伐採、皮剥き、煮込み等の全行程をするプラン（10,000円）もオススメです。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 6月～10月 

３．体験時間 約2時間～3時間 

４．受入人数 10～50名様まで 

５. 体験料金 お一人様3,500円 

６. その他 危険な作業はありませんが、叩く
作業等、指先や周囲にご注意くだ
さい。協会としては傷害保険をか
けませんので、旅行保険の範囲で
ご対応いただきます。 

《個別プログラム－ものづくり》 
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陶芸体験 

吾妻の若手人気陶芸家、山口夫妻指導により、手びねりで器を作る陶芸体験をします。出来あ

がった作品は後日、素焼き、本焼きの過程を経て、学校へと郵送します。 

項   目 内  容 

１．場 所 ホテル内の大ホールなど 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約2時間 

４．受入人数 10～40名様まで 

５. 体験料金 お一人様3,500円 

６. その他 

《個別プログラム－ものづくり》 
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平草履づくり 

旧六合村には、「こんこん草履」という草履があります。藁に布を巻きつけて編んだ草履で、厳しい冬

を迎える六合で、一つずつ愛情を込めてつくられています。ものを大切にする心が感じられます。ス

リッパ型のこんこん草履を作るのは一日がかりなので、平草履づくりにチャレンジしてみます。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約3時間（中学生以上の場合） 

４．受入人数 10～50名様まで 

５. 体験料金 お一人様3,500円 

６. その他 準備するものがいろいろとござい
ますので、キャンセルの無いように
お願いいたします。 右参考： 

こんこん草履 

《個別プログラム－ものづくり》 
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温泉まんじゅうづくり体験 

人口7,000人の町に対してなんと18件のまんじゅう屋がある草津町。温泉場ならではです。この草津

町の温泉まんじゅうレシピで、温泉まんじゅう作りに挑戦してみましょう。 

項   目 内  容 

１．場 所 ホテル内のレストランなど 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約2時間 

４．受入人数 10～100名様まで 

５. 体験料金 お一人様1,500円 

６. その他 エプロンと三角巾をご用意ください。 

《個別プログラム－食の体験》 
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特産品キャベツの調理と食べくらべ 

炊事場のある宿泊施設、或いはキャンプ場にインストラクター数名が赴き、嬬恋村の特産品キャベツ

の料理指導をします。調理と食体験です。嬬恋産のキャベツと他地域産のキャベツ、そして料理法の

違いでキャベツの変化を感じましょう。 

項   目 内  容 

１．場 所 野外炊事場、キャンプ場など 

２．時 期 5月～10月 

３．体験時間 約2～4時間 

４．受入人数 10～120名様まで 

５. 体験料金 お一人様2,000円 

６. その他 ＋500円で、アルミ缶（350ml）で炊
くご飯体験、あるいはおにぎり3個
セットをご用意できます。 

《個別プログラム－食の体験》 
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木登り体験 

クライミング用具を使って木登りをします。ロープだけを掴んで昇降す

るのではなく、しっかり樹木を触って、枝をつかんで、足をかけて木登

りする方法です。ビレイヤー（ロープを引っ張り安全確保する人）がい

るので安心して登れます。簡易ハーネス、プルージックなどのロープ

ワークも知ることができます。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡、浅間山麓 

２．時 期 5月～11月 

３．体験時間 約1時間～3時間 

４．受入人数 10～50名様まで 

５. 体験料金 お一人様3,500円 

６. その他 木登りする時には、ヘルメットを着
用します。待ち時間を消化するた
めのアクティビティを用意すること
もできます。必要であれば別途傷
害保険をおかけします。 

《個別プログラム－アクションプログラム》 
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秘密基地をつくろう～ツリーハウスに挑戦～ 

吾妻の芸術家、スタン・アンダソン氏（中之条町暮坂高原在住）によるワークショップです。丸太や枝

を組んだりしならせたりして三角錐状やドーム状の秘密基地を作ってみたり、木をくさびで割って作っ

た板でツリーハウスを作ってみたり。自然の中で創造力を働かせ、チームオリジナルのワイルドな天

然素材の基地を作ってみましょう！ 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡中之条町暮坂高原
（出張も可能〔出張料有り〕） 

２．時 期 5月～11月 

３．体験時間 約3時間～6時間 

４．受入人数 10～50名様まで 

５. 体験料金 お一人様5,000円 

６. その他 鋸、ノミなどの刃物や、釘、金槌、
大きな材木も取り扱うのでリスクも
伴います。必要であれば別途傷害
保険をかけることもできます。 

《個別プログラム－アクションプログラム》 

NPO法人 浅間・吾妻エコツーリズム協会  TEL0279-25-7593  E-mail：info@ecotourism.or.jp 



渡り蝶・アサギマダラのマーキング観察会 

「渡り」をする不思議な蝶・アサギマダラのマーキング観察会を行います。浅葱色（あさぎいろ）の美し

い模様を持つ大型の蝶で、上信越高原では7月後半から出現し、寒くなる前に南国に渡っていきます。

ただし、アサギマダラに字を書いて可愛そうだと思う方は、無理してマーキングをすることはありませ

ん。ふわりふわりと優雅に飛翔する姿をのんびり鑑賞するのも、いいものです。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 7月下旬～9月 

３．体験時間 約1.5時間 

４．受入人数 10～100名様まで 

５. 体験料金 一人1,500円 

６. その他 数人でグループになり、交代でア
サギマダラの捕獲、マーキングを
行います。 

《個別プログラム－自然学習》 
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ネイチャーゲーム 

ネイチャーゲームは遊び（ゲーム）を通して、自然の不思議や仕組みを学べる、大人も子どもも楽し

めるアウトドア活動です。「教えるよりもわかちあう」「楽しさは学ぶ力」などを大切にしたインストラク

ターがゲーム指導（案内）をすることにより、自然を深く感じることができ、自然と自分が一体であるこ

とに気付くことができます。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約1.5時間～2時間 

４．受入人数 10～100名様まで 

５. 体験料金 一人1,500円 

６. その他 明るい森林を伴う広い場所をご指
定ください。場所を当方で探す場
合は、手配料金等が別途かかりま
す。 

《個別プログラム－環境教育》 
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浅間・吾妻のスライド上映とお話 

浅間・吾妻地域の気候を始めとして自然環境、動植物、景観、歴史伝統文化などに影響をもたらして

いる浅間山を中心に、当地のものことをスライド上映しながらお話します。現地のことを少しでも早く

理解しておくために、できれば初日の夜に実施するとよいでしょう。「○○のことを中心にした話を」と

いったリクエストがあれば対応いたします（調査期間が必要なため、数ヶ月前からリクエストください）。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県嬬恋村 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約1時間 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 100名様までは20,000円 
150名様までは30,000円 
200名様までは40,000円 

６. その他 講師はノートパソコンに上映資料を
PPTで入れてホテルに伺います。プ

ロジェクター、スクリーン、マイク等
の手配には関与しません。 
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星空シアター＆星空観察会 

星座や宇宙のことに詳しい星空案内人（1名のみ派遣）により、前半30分間は天文ソフトを使い星空

観測の基礎知識や今夜の星空のポイントを説明し、後半30分間は実際に夜空に出て星を観測しな

がら説明をします。天候が悪く、星が見えない場合は、星空シアターを延長して実施し、そのまま室

内で星の学習会となります。ホテルに隣接して星空観測地点があることが前提条件です。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県嬬恋村 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約1時間 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 100名様までは30,000円 
150名様までは40,000円 
200名様までは50,000円 

６. その他 講師はノートパソコンに上映資料と
星座ソフトを入れてホテルに伺い
ます。プロジェクター、スクリーン、
マイク等の手配には関与しません。 
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六合村の民話 

 民話の宝庫といわれる六合村。畑しごとの合間に語りべのおじい・おばあは、子どもたちに村の「む

かし」を伝えてきました。入山（いりやま）の山本茂氏は昭和４０年代に学校教諭の傍ら、村の語りべ

を訪ね歩き、「民話のほりおこし・採集・再話・研究」＝「採話」を続け、『六合村の民話』という冊子や

資料をつくりました。心温まるおじい・おばあの民話。そのいくつかをお話いたします。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 通年 

３．体験時間 30分～1時間 

４．受入人数 ～200名様まで 

５. 体験料金 語り部派遣料 
 30分 15,000円 
 60分 25,000円 

６. その他 林地区のゲンジホタル鑑賞の待ち
時間にセットすることも可能です
（料金は別で発生）。 

六合地区周辺で昼食時等にセット
することも可能です。 
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地図の読み方、ロープワーク教室（登山の代替プログラムとして） 

当協会のエコツアーガイドが講師となり、登山の必須技術である地図の読み方とロープワークの実

習を行います。グループに対して一つずつ、シルバコンパスと地図、練習用ザイルをお貸し出しし、

交代でトレーニングします。分度器と定規は各自でご用意いただきます。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約3時間 

４．受入人数 10～200名様まで 

５. 体験料金 100名様の場合 一人1,000円 
150名様の場合 一人    900円 
200名様の場合 一人    800円 

６. その他 講師はノートパソコンに上映資料を
PPTで入れてホテルに伺います。プ

ロジェクター、スクリーン、マイク等
の手配には関与しません。 
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しっかりロープワーク教室（登山の代替プログラムとして） 

一人ずつロープ数本とカラビナを配布（貸出）し、ロープワークの講義実習を行います。ザイルと身体

を結ぶような登山で使うものから、荷造り、本をまとめる、犬を木につなぐなど生活で使うもの、ある

いは展望デッキの組み立て、ブランコを作る・・・など、様々な場面で役立つロープワークを学びます。 

項   目 内  容 

１．場 所 群馬県吾妻郡、浅間山麓 

２．時 期 通年 

３．体験時間 約5～6時間 

４．受入人数 10～200名様まで 

５. 体験料金 一人2,000円 

６. その他 荒天のために登山を中止して代わ
りに実施する場合は、登山ガイド
の料金をそのままあてがう事が可
能です。宿泊施設に伺いますが、
会場、マイク等の手配には関与し
ません。 
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