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【磐梯朝日国立公園】
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磐梯山

１．裏磐梯 北塩原村について

北塩原村

磐梯山は日本ジオパークに認定されています

北塩原村は「日本で最も美しい村」連合に加盟
しています

「日本で最も美しい村連合」は、小さくても素晴
らしい地域資源を持つ村の存続や、美しい景観
の保護などが難しくなっている今、失ったら二度
と取り戻せない、日本の農山村の景観や環境・
文化を守る活動を行っている取組みです。

ジオパークとは、人と大地の関係を、楽しみなが
ら学習できる自然の公園です。地質や地形だけ
ではなく、すばらしい景観や貴重な動植物をは
じめ、文化や歴史、さらにはおいしい食べ物や
温泉など、大地の上のすべてのものをまるごと楽
しもうというもので、大地を楽しく学ぶテーマパー
クです。

東京（日本橋）より
295Km 約3時間45分

水戸市より
205Km 約2時間45分

仙台市より
137Km 約2時間

新潟市より
140Km 約2時間
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２．休暇村裏磐梯について

休暇村裏磐梯

休暇村裏磐梯は、磐梯朝日国立公園に立地し、キャンプ場やテニスコート、広大
な多目的広場を所有しており、活動場所には困りません。
裏磐梯の魅力の1つでもある探勝路も休暇村を拠点に歩くことができます。
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３．休暇村裏磐梯 館内施設

収容人数 1人2畳 ： 262名 1人2.5畳 ： 176名

客室数

60室
・和室10畳 ： 28室 （トイレ洗面付） 5名定員
・洋室30㎡ ： 32室 （バストイレ洗面付） 3～4名定員
※4名定員（エキストラ、ソファーベッド対応）26室 3名定員（エキストラベッド対応）6室

[客室備品] テレビ/保冷庫/ドライヤー/ハンガー/スリッパ

食事会場

レストラン ： 最大230名収容可
・284.25㎡

大広間（フローリング） ： 最大180名収容可
・178.5㎡
・3分割まで可
・板の間、テーブル席どちらでも対応可

大浴場

男・女 各1ヶ所（最大各35名）
・浴槽数 … 露天風呂1、内風呂（大）1・内風呂（小）1
・カラン数 … カラン11、シャワーブース2
・泉質 ： ナトリウム・硫酸塩-炭酸水素塩温泉 ／ 効能 ： 動脈硬化・切傷・火傷・慢性皮膚病

ホール

休暇村ホール ： スクール形式150～200名程度
・2分割まで可 525㎡（21ｍ×25ｍ） Ａ：350㎡（14ｍ×25ｍ） Ｂ：175㎡（7ｍ×25ｍ）
・机4列×12行

天文台ホール ： スクール形式70名程度
・2分割まで可 144.48㎡（16.8ｍ×8.6ｍ） Ａ：75.68㎡（8.8ｍ×8.6ｍ） Ｂ：68.8㎡（8ｍ×8.6ｍ）
・机3列×9行

その他
屋内…売店／喫茶／天文台／カラオケルーム／自動販売機／マッサージコーナー
屋外…テニスコート／XCスキー場／キャンプ場／探勝路
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３．休暇村裏磐梯 館内施設
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３．休暇村裏磐梯 館内施設

和室 洋室

露天風呂 内湯（大） カラン 脱衣所
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３．休暇村裏磐梯 館内施設

レストラン 食事風景

大広間 食事風景
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３．休暇村裏磐梯 館内施設

休暇村ホール スクール形式（100名時）

天文台ホール スクール形式（50名時）

休暇村ホール フラット

天文台ホール フラット
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４．休暇村裏磐梯 お食事

高校生メニュー Ａ Ｂ Ｃ

夕食

刺 身 サーモン イカソーメン
洋 皿 鶏の唐揚げ 海老フライ
小 鉢 グリーンカール ポテトサラダ
お 椀 茸の味噌汁三つ葉
陶 板 ハンバーグ ミックスベジタブル

（コーン・人参・グリンピース）
煮 物 カニシューマイ 玉子餡かけ
ご 飯 白米
デザート 果物 ひとくちケーキ

刺 身 ホタテ 甘エビ
洋 皿 海老ベーコン巻き ヒレカツ
小 鉢 グリーンカール マカロニサラダ
お 椀 野菜スープ 葱
陶 板 牛肉 もやし ピーマン 玉葱 人参
煮 物 鳥肉煮込み
ご 飯 白米
デザート 果物 ひとくちケーキ

刺 身 マグロ タコ
洋 皿 ローストビーフ 野菜サラダ
小 鉢 グリーンカール スモークサーモン

サラダ
お 椀 わかめスープ
陶 板 海老 イカ 帆立 ブロッコリー 人参

ポテト
煮 物 鶏肉のシチュー
ご 飯 白米
デザート 果物 ひとくちケーキ

朝食

お 椀 豆腐 若布 葱
小 鉢 ロールキャベツ
焼 魚 鮭汐焼 ミニ笹蒲鉾 のり
洋 皿 生野菜 ロースハム 厚焼き玉子 ポ

テトサラダ
飲 物 ヤクルト
果 物 ミックスフルーツ
ご 飯 白米

お 椀 油揚げ ナメコ 葱
小 鉢 温泉玉子
焼 魚 魚照焼き 一口大福
洋 皿 生野菜 オムレツ ジャーマンポテト
飲 物 野菜ジュース
果 物 パイン
ご 飯 白米

スープ コーンポタージュ
サラダ ヨーグルト
洋 皿 ロースハム スクランブルエッグ

フライドポテト 生野菜 トマト
飲 物 牛乳（ジュースでも可）
パ ン 自家製２種類 バター ジャム

高校生・中学生 夕食Ａメニュー 高校生・中学生 夕食Ｂメニュー 朝食Ｃメニュー
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中学生メニュー Ａ Ｂ Ｃ

夕食

刺 身 サーモン イカソーメン
洋 皿 鶏の唐揚げ海老フライ
小 鉢 グリーンカール ポテトサラダ
お 椀 茸の味噌汁三つ葉
陶 板 ハンバーグ ミックスベジタブル

（コーン・人参・グリンピース）
煮 物 カニシューマイ 玉子餡かけ
ご 飯 白米
デザート 果物 ひとくちケーキ

刺 身 ホタテ 甘エビ
洋 皿 海老ベーコン巻き ヒレカツ
小 鉢 グリーンカール マカロニサラダ
お 椀 野菜スープ 葱
陶 板 牛肉 もやし ピーマン 玉葱 人参
煮 物 鳥肉煮込み
ご 飯 白米
デザート 果物 ひとくちケーキ

刺 身 マグロ タコ
洋 皿 ローストビーフ 野菜サラダ
小 鉢 グリーンカール スモークサーモン

サラダ
お 椀 わかめスープ
陶 板 海老 イカ 帆立 ブロッコリー 人参

ポテト
煮 物 鶏肉のシチュー
ご 飯 白米
デザート 果物 ひとくちケーキ

朝食

お 椀 豆腐若布 葱
小 鉢 ロールキャベツ
焼 魚 鮭汐焼 ミニ笹蒲鉾 のり
洋 皿 生野菜 ロースハム 厚焼き玉子

ポテトサラダ
飲 物 ヤクルト
果 物 ミックスフルーツ
ご 飯 白米

お椀 油揚げ ナメコ 葱
小鉢 温泉玉子
焼魚 魚照焼き 大根おろし
洋皿 生野菜 オムレツ ジャーマンポテト
飲物 野菜ジュース
果物 パイン
ご飯 白米

スープ コーンポタージュ
サラダ ヨーグルト
洋 皿 ロースハム スクランブルエッグ

フライドポテト 生野菜 トマト
飲 物 牛乳（ジュースでも可）
パ ン 自家製２種類 バター ジャム

小学生メニュー Ａ Ｂ Ｃ

夕食

洋 皿 鶏の唐揚げ 海老フライ
小 鉢 グリーンカール ポテトサラダ
お 椀 茸の味噌汁 三つ葉
陶 板 ハンバーグ ミックスベジタブル

（コーン・人参・グリンピース）
煮 物 カニシューマイ 玉子餡かけ
ご 飯 白米
デザート 果物 ひとくちケーキ

洋 皿 海老ベーコン巻き ヒレカツ
小 鉢 グリーンカール マカロニサラダ
お 椀 野菜スープ 葱
陶 板 牛肉 もやし ピーマン 玉葱 人参
煮 物 鳥肉煮込み
ご 飯 白米
デザート 果物 ひとくちケーキ

洋 皿 ローストビーフ 野菜サラダ
小 鉢 グリーンカール スモークサーモ

ンサラダ
お 椀 わかめスープ
陶 板 海老 イカ 帆立 ブロッコリー 人参

ポテト
煮 物 鶏肉のシチュー
ご 飯 白米
デザート 果物 ひとくちケーキ

朝食

お 椀 豆腐 若布葱
小 鉢 ロールキャベツ
焼 魚 鮭汐焼 ミニ笹蒲鉾 のり
洋 皿 生野菜 ロースハム 厚焼き玉子 ポテ

トサラダ
飲 物 ヤクルト
果 物 ミックスフルーツ
ご 飯 白米

お 椀 油揚げ ナメコ 葱
小 鉢 温泉玉子
焼 魚 魚照焼き 一口大福
洋 皿 生野菜 オムレツ ジャーマンポテト
飲 物 野菜ジュース
果 物 パイン
ご 飯 白米

スープ コーンポタージュ
サラダ ヨーグルト
洋 皿 ロースハム スクランブルエッグ

フライドポテト 生野菜 トマト
飲 物 牛乳（ジュースでも可）
パ ン 自家製２種類 バター ジャム
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５．休暇村裏磐梯 利用案内

◎ 客室備品について

テレビ
有料のビデオシステムはありません。
リモコンは外せます。（本体操作は可能）

冷暖房 冷暖房完備です。

ＴＥＬ 生徒様のお部屋の受話器は、取り外します。 冷蔵庫 お部屋の冷蔵庫は、中は空の状態です。

茶器セット・ポット 生徒様のお部屋の茶器セット・ポットは、取り外します。 ドア
非難経路等を表示してあります。
オ－トロック式では、ありません。

ルームキー
お部屋のテ－ブルに置く、フロントでの対応、ルーム
キーＣＵＴを選択できます。

館内移動
館内移動は、スリッパにて対応できます。
ＣＵＴも可能です。

客室金庫
お部屋に備え付けです。
ＣＵＴもできます。

枕
和室は押入れに備え付け。洋室はベット上に用意。
羽毛枕です。

貴重品袋
お部屋入れ、又は、開校式にお渡しできます。
返却はフロント対応です。

タオルなど 生徒様は、洗面道具も含めてご持参ください。

ドアペーパー ドア周辺に表示等可能です。 お布団の準備
和室は押し入れに備え付け。セルフサービスにて。
洋室はベットを用意。

ドライヤー
備え付けドライヤーを利用可能です。
それ以外は不可です。

お布団の片づけ
（退出日）

和室は、枕カバ－・布団カバ－・シ－ツを取り外し、廊下へ
置いてください。布団と枕は部屋の隅に置いてください。
洋室は、枕カバ－を取り外し、廊下へ置いてください。

◎ 館内設備について

ジュース
各フロアに自動販売機あり。時間制限可。
貸切、フロア貸切時にはＣＵＴも可能です。

タバコ フロントにて販売対応です。

アルコール
各フロアに自動販売機あり。時間制限可。
貸切、フロア貸切時にはＣＵＴも可能です。

アイス
１階に自動販売機あり。
利用不可の表示とガムテープで対応します。
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５．休暇村裏磐梯 利用案内

◎ 館内設備について

売店
営業時間はご相談ください。
貸切時のみＣＵＴも可能です。

エレベーター 生徒様の利用は、ご遠慮いただいております。

喫茶 貸切時のみＣＵＴも可能です。

非常口
お部屋のドアに非常口の案内があります。

火災等非常時には、係員の支持と経路に従い、集合場所
の駐車場又は、芝生広場に非難をしてください。館内放送

１階フロント（事務所）に全館放送用マイクあり。
貸切時のみ利用可能です。
食事会場はワイヤレスマイクを用意します。

◎ お食事について

メニューについて
セットメニューとなります。
人数や時間帯により、ビュッフェ形式へ変更可能です。

アレルギー
出来るだけの対応をいたしますので、生徒様のアレルギー
情報を事前にお知らせください。

お食事時間について 事前にお食事時間を、ご相談ください。 お夜食
反省会等の会場とお夜食、お飲物をご用意可能です（有
料？）。お時間等事前にお知らせください。

後片付けについて
各お部屋ごと、又は、班ごとに、テ－ブルに同じ食器を
まとめ、バケツに食べ残しをまとめてください。

生徒様の
水筒の給茶

広間入り口付近に、クラス毎にテ－ブルをご用意いたしま
す。生徒様の水筒に給茶をしますが、中を洗浄し、内蓋の
み上に置いてください。

◎ 入浴について

入浴貸切時間の設定
一般同宿の場合は事前に入浴貸切時間をお知らせく
ださい。できるだけ１６：００～１８：００の時間帯を外して
いただく様お願いします。

客室のお風呂 洋室にありますので、ご利用可能です。

◎ 貸切対応について

貸切対応
１７０名以上で貸切可能です。

貸切条件に満たない場合は、一般のお客様と同宿になります。ご人数の詳細をお伺いした後、休暇村担当者より使用していただく客室をお
渡しします。お渡しした客室内でお部屋割りを行なってください。
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６．モデルコース

日 程 行 程 所要時間 雨天対策 宿泊地

１日目
学校🚌東北自動車道仙台宮城ＩC 🚌東北自動車道福島西IC
昼食／休暇村レストラン、ホール、多目的広場など

下記内容を班／クラス別毎で体験
【１５】自然観察体験／休暇村探勝路、五色沼
【１５】 カヌー・カヤック体験／曽原湖ｏｒ小野川湖
【１５】民芸品造り体験、ハーブクラフト体験

【０４】星空観察会 ／ 休暇村天文台

宿泊 休暇村裏磐梯 夕食

1.5時間～3時間

1時間

不要

雨具使用 ｏｒ民芸品造り体験
〃
不要
休暇村ホールにてスライド解説

休暇村裏磐梯
【福島県北塩原村】

２日目
休暇村裏磐梯 朝食
【１５】磐梯山登山（7時間） ※磐梯山の山開きは5月下旬
【１６】キャンプファイヤー （1.5時間）／休暇村キャンプ場
【１５】ナイトハイク（1.5時間）／休暇村キャンプ場

宿泊 休暇村裏磐梯 夕食

雨具使用ｏｒ会津若松観光
キャンドルサービス
雨具使用ｏｒ震災講話

休暇村裏磐梯
【福島県北塩原村】

３日目
休暇村裏磐梯 朝食
【１３】非常食炊出し体験＆防災セミナー（3時間）／休暇村キャンプ場
【１５】磐梯山噴火記念館

🚌東北自動車道福島西ＩC🚌東北自動車道仙台宮城ＩC🚌学校

炊事棟で飲食可能（最大9か所）
不要

【環境学習旅行のご案内】 宿泊／休暇村裏磐梯 対象／野外活動 発着／仙台

交通マーク 🚌：バス 🚋：列車 🚅：新幹線 🚢：フェリー 👣：徒歩



休暇村裏磐梯 教育旅行のご案内

18

６．モデルコース

星空観察会

飯盒炊飯 非常食炊出し体験 磐梯山登山

ナイトハイク、ホタル観賞会自然観察体験

カヌー・カヤック体験

民芸品造り体験、

キャンプファイヤー
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７．体験プログラム 一覧

カテゴリ プログラム名 最少人数 定員 所要時間 体験場所

カヌー
カヤック

曽原湖カナディアンカヌー体験 12名（6艇） 42名（21艇） 2時間 曽原湖

曽原湖カナディアンカヌー＆自然観察体験 52名（26艇） 84名・168名 半日or1日 曽原湖

曽原湖一人乗りカヤック体験 7名（7艇） 15名（15艇） 2時間 曽原湖

登山
トレッキング

登山・トレッキング体験 － 要相談 半日or1日 山、湿原、探勝路

自然観察体験 － 15名/1ガイド 1.5～3時間 探勝路

ナイトウォーク体験（ホタル・スター） － 15名/1ガイド 1～1.5時間 宿周辺、探勝路

キャンプ
休暇村内

飯盒炊爨 / 非常食炊出 － 250名程度 3時間 休暇村キャンプ場

キャンプファイヤー － 250名程度 1.5時間 休暇村キャンプ場

屋内
プログラム

ボルダリング体験 10名（応相談） 11名 2時間 もくもく自然塾

ハーブクラフト体験 3名 41名 1.1～3時間 Akabeko or 休暇村

蒔絵体験 5名 20名 2時間 漆芸工房角田or休暇村

講話～東日本大震災復興支援プログラム～ － － 1時間 休暇村

塗り絵体験（赤べこ／起き上がり小法師） － 250名程度 1～1.5時間 休暇村

ウィンター
プログラム

ネイチャースキー体験 － 12名／1ガイド 3時間・6時間 沼、湖、休暇村フィールド

スノーシュー体験 － 12名／1ガイド 3時間・6時間 沼、湖、休暇村フィールド

スポーツ雪合戦 10名 150名程度 3時間・6時間 休暇村
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【活動分野/防災・食育】
飯盒炊爨/非常食炊き出し＆防災セミナー

飯盒炊爨で食事を作ります。
班の仲間と協力して、美味しい食事と楽しい思い出を作りましょう。

実施時間 飯盒・約3時間30分 防災・約2時間

定員 250名程度まで

最少実施人数 1クラス～

体験場所 休暇村裏磐梯キャンプ場（本館から徒歩5分）

服装・履物 多少汚れてもよい恰好をおすすめします

持ち物 軍手、うちわ

休暇村で用意す
るもの

食材、調理器具、食器、鍋、飯盒、薪、着火剤、洗剤、たわし

～例：カレーセットの場合（1班分）～
①用具他
鍋×1、ボウル×1、ザル×1、まな板×1、包丁×1、お玉×1、飯盒
（4合）×1、しゃもじ×1、カレー皿×人数分、サラダ用ボウル×人
数分、箸×人数分、スプーン×人数分、薪×1
②食材
玉葱、じゃがいも、人参、レタス、胡瓜、チェリートマト、カレールー、
福神漬け、ドレッシング、米、豚肉

メニュー
・カレー ・防災セミナー（米飯・漬物）
・バーベキュー
・芋煮鍋

雨天対策
食事スペースとして、炊事棟（屋根あり）、キャンプセンターホール、
空いている常設テント

体験内容例

①飯盒の説明をします
②食材、用具、薪をお渡しします
③飯盒炊爨を実施します
④後片付けをします ※防災セミナーは応急手当方法等の講義もあります。

共同炊事棟×9箇所 ・ トイレ×8箇所

各炊事棟 ・5箇所（A・B・C地区）…蛇口×12、かまど×16
・3箇所（C・D・E地区）…蛇口×6、かまど×8
・1箇所（F地区）…蛇口×14、かまど×16

キャンプ場設備

カレー・バーベキュー・芋煮鍋等のキャンプ場での食体験。磐梯朝日国立公園内の広大なキャ
ンプ場での野外体験でチームワークを学びます。またキャンプ場での防災セミナーは、炊き出
しで用いるハイゼット炊飯袋を使用し、焚火で沸かした熱湯で米を炊きます。1888年7月に磐梯
山が爆発し、多数の死傷者を出す大惨事となりました。その際、赤十字社が炊き出しなどの救
護活動を行いました。世界の赤十字は、当初戦時救護を目的として誕生していましたので、平
時の磐梯山爆発における救護活動は、赤十字平時救護の先駆的な例として歴史的に注目さ
れています。そして翌年1889年に日本赤十字社福島県委員部が発足しました。
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【活動分野/平和・平等】
キャンプファイヤー

ファイヤーサークルを囲んでキャンプファイヤーをします。
星空を見上げながら楽しい思い出を作ります。

実施時間 ファイヤーが明るい時間は90分程度

定員 250名程度まで

最少実施人数 1クラス～

体験場所 休暇村裏磐梯キャンプ場（本館から徒歩5分）

服装・履物 多少汚れてもよい恰好をおすすめします

持ち物 キャンプファイヤー進行上必要なもの

休暇村で用意す
るもの

ファイヤーの薪一式、灯油、トーチ数本、マイク一式、消火用水

雨天対策 休暇村ホールにてキャンドルファイヤー

体験内容例

①事前にファイヤーの薪は休暇村スタッフで組んでおきます。
②キャンプファイヤー実施（企画・進行は全て学校様側でお願いしています）
③燃えカスの処理は休暇村スタッフが行います。

【活動分野/環境】
星空観察会

星空ガイドによる星空観察を行います。広大な宇宙の話も聞くことができます
天文台を使って月や惑星の観察や、屋外でのスターウォッチングをお楽しみください。

実施時間 夕食後、開始時間等はご相談ください

定員 250名程度まで

最少実施人数 1クラス～

体験場所 休暇村裏磐梯天文台・もしくは本館前の芝生広場

服装・履物 特にございません

持ち物 特にございません

休暇村で用意す
るもの

移動可能式の望遠鏡、又は天文台望遠鏡

雨天対策 スライド上映

体験内容例

①天文台や移動可能式の望遠鏡を使用して月や惑星などを観察します。
②星座にまつわる話しや宇宙の話しを休暇村スタッフが行います。
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【活動分野/環境・生物多様性】
ネイチャースキー体験

軽量かつエッジのない「クロスカントリースキー」を使い、のんびりと“歩くス
キー”を楽しむネイチャースキー体験。スキー経験がなくても大丈夫。ほんの1時間ほ
どのレッスンで、全面結氷した桧原湖の上もこんな風にスーイスイ。ゲレンデスキー
の体験と組み合わせるのもおすすめです。

実施時間

基本体験時間は、半日行程の場合は最大3時間まで、一日行程の
場合は最大6時間まで
※半日行程の場合は、午前は8:00～12:00、午後は12:30～16:00の
範囲内
※一日行程の場合は、7:30～16:30の範囲内
※基本体験時間には体験場所までの移動時間は含まない

定員
ガイド1名あたり最大12名まで
※ガイドのご依頼人数の最終決定は催行日の14日前まで

最少実施人数 設定なし

レンタル
ネイチャースキーやブーツ、ウェア類のレンタルについては、専門業
者をご紹介します。（レンタル料が別途必要になります。）

キャンセル料

一日行程
5日前まで：無料
4日前～ ：有料
半日行程

2日前まで：無料
前日～ :有料
※キャンセル料に関しては、別途料金表にて。

体験スケジュール例

9:00      トイレを済ませ、休暇村ホール・多目的広場駐車場でガイドと合流
装備品を受け取り、班ごとに分かれる

9:10      事前講習
・ネイチャースキーの履き方、歩き方、転び方、起き上がり方、
方向転換の仕方
・登り下りの仕方

10:20      トイレ休憩を挟み、ショートツアーで森の中へ
11:50     ショートツアー終了後、昼食
13:00     午前の復習をし、ロングツアーで森の中へ
14:50 ロングツアー終了後、装備品を返却し解散

服装・履物

(1)スキーウェア
(2)クロスカントリースキーブーツ
(3)防寒性のある帽子（ケガ防止および防寒のため）
(4)防寒・防水性のある手袋（ケガ防止および防寒のため）
(5)ゴーグル（雪目防止および防風のため）
※上記いずれも「スワローレンタサービス」（0242-67-4650）でレン
タルが可能です。
※その他、インナーウェアや厚手の靴下等で防寒対策をお願いい
たします。

持ち物

(1)荷物がすべて入る大きさのリュック（一日行程の場合）
※斜め掛けバッグは、疲労や事故の原因となるため使用禁止。
(2)温かい飲み物（一日行程の場合。保温ポットに入れて）
(3)昼食（一日行程で、行動中に昼食をとる場合のみ）
(4)行動食（一日行程の場合のみ。飴やチョコレートなど、休憩時
の補給食となるもの。）
※カメラ、メガネ等、個人の持ち物は各自で管理してください。紛
失、破損の責任は主催者側では負いかねます。

■レンゲ・中瀬沼、桧原湖上散策
（距離：約1.2～3km / 所要時間：2.5～3.5時間）

冬季限定の結氷した桧原湖上や、磐梯山の爆裂火口を正面に望む中瀬沼展望台、冬し
か踏み入ることのできない森の中の散策は、別世界の体験です。

■休暇村裏磐梯ネイチャーフィールド散策
（距離：約1～5km / 所要時間：2～4時間）

ネイチャースキーコースが整備され、団体でレッスンができる広場もあります。ウサギやリ
スなど野生動物の生活を探求するアニマルトラッキングにも絶好のフィールドです。

コース例（※所要時間には1時間のレッスン時間が含まれます。）
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【活動分野/平和・文化多様性】
スポーツ雪合戦

スポーツ雪合戦とは、右上のようなコート内で各チーム７名（フォワード４名・バック
ス３名）の選手が、相手チームの選手に雪球を当て全員をアウトにするか、相手陣内へ
進入しチームフラッグを奪取すると勝利となる競技です。
休暇村では、本館前にスポーツ雪合戦のコートを設置、雪玉製造機などもご用意し、公
式審判員の資格も持っているので、本格的なスポーツ雪合戦を楽しむことができます。
楽しみながらチームワークや仲間との絆を深めることができるプログラムです。

実施時間

10：00～15：00まで
半日コース …10：00～3時間 or 13：00～3時間
１ 日コース…10：00～15：00

開催時期は１月初旬～4月末まで。
（グリーン期はカラーボールを使い、芝生広場でも実施可能）

定員 150名

最少実施人数 10名以上

体験場所 休暇村本館前芝生広場

キャンセル料

2日前まで：無料
前日～ :有料
※キャンセル料に関しては、別途お問い合わせください

服装・持ち物

(1)汚れてもよい服装、防寒具
（冬時期の外での活動になるので暖かい恰好）

(2)スノーブーツか類似したもの
※その他、インナーウェアや厚手の靴下等で防寒対策をお願いいた
します

スポーツ雪合戦 ルール説明

■雪合戦は監督1名、選手7名（フォワード4名・バックス3名）8名～10名のチーム構成
です。

・フォワード（4名）はバックラインより前が行動範囲です。（バックライン後ろに入ると退
場です。）
・バックス（3名）は行動範囲の制約はありません。
・1セットは3分（持ち球は1セット90個）の3セットマッチで勝敗を決めます。
・フラッグを雪玉に当らず取り上げるとその場で勝ちとなり、10点のポイントとなります。
・センターラインを越えて１度に４名が入る時点で反則負けとなります。
・相手の競技者を全員アウトにした場合は10点のポイントとなります。

スポーツ雪合戦 料金表

半日（3時間）
（10：00～ or 13：00～）

1日
（10：00～15：00）

宿泊 800円 1,200円

ビジター 1,200円 1,800円

●雪玉製造・審判（２名）・ルール説明などを行います。
●審判１名追加の場合 半日：4,500円 １日：9,000円
●50名以上～100名まで200円引き、101名以上～150名まで300円引き
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猪苗代
磐梯高原ＩＣ

雄国沼

桧原湖

曽原湖
小野川湖

休暇村裏磐梯

磐梯山

西吾妻山

安達太良山

グランデコ
スノーリゾート

五色沼

裏磐梯スキー場

猫魔スキー場

休暇村裏磐梯
ＸＣスキー場

会津磐梯山エリアマップ

秋元湖
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８．ハイキングコース① ふれあいのみち（自然を感じるコース）

［コース概要］
磐梯山の噴火が作り出
した景観の中枢を歩く
コース１８８８年の噴火で
できた地形や今なお遷
移の途中にある景観が
楽しめます。
レンゲ沼探勝路・中瀬沼
探勝路・桧原湖探勝路・
五色沼探勝路と主要な
探勝路をつないで歩く約
１２ｋｍの丸ごと磐梯山
ジオパークを体感できま
す。コースタイムは長い
ですがアップダウンは少
ないです

所要時間：約４０分
距離：１.５km



休暇村裏磐梯 教育旅行のご案内

29

８．ハイキングコース②
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８．ハイキングコース③
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８．ハイキングコース③
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８．助成金について
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８．助成金について



休暇村裏磐梯 教育旅行のご案内

34

９．緊急のご連絡先

医療機関

町立猪苗代病院
耶麻郡猪苗代町字梨木西65番地 TEL 0242-62-2350

休暇村から車で30分

会津中央病院
会津若松市鶴賀町1-1 TEL 0242-25-1515

休暇村から車で70分

消防署
喜多方広域消防北塩原分署
耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峰1093-730 TEL 0241-32-2020

休暇村から車で5分

警察署
猪苗代警察署裏磐梯派出所
耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峰1093-731 TEL 0241-32-2630

休暇村から車で5分

保健所
会津保健所
会津若松市追手町7-40 TEL 0242-29-5513

休暇村から車で50分
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<感染症対策＞ 2021年2月現在
内容を変更する場合がある為、詳細はお問合せください

館内利用

入館時にご利用者様全員の検温をさせていただいております。
37.5度以上の発熱や風邪症状が認められた場合は、保健所の指示に従い、ご利用をご遠慮いただく場合がございます。
保健所とは土日祝日も含め連絡体制を確立しております。
館内移動についてはマスクの着用をお願いしています。

客室

全客室の清掃において毎日十分な換気を行い、ドアノブ・取っ手・スイッチなどお手を触れられる箇所を重点的に除菌用アル
コールにて拭きあげ、仕上げております。
ひと部屋にお入りいただく人数を定員マイナス１名でのお部屋割りも可能です。

＜例＞ 和室１０畳 ４名（定員５名）
洋室 ３名（定員４名）

※定員未満のご利用は割増料金を頂戴します。

食事

お１人づつのセットメニューです
原則として、一般利用のお客様と時間を分けて対応をさせて頂きます。

食事会場 最大１６０席 （非対面式 最大１２０席）
第２食事会場 最大１６０席 （非対面式 最大１２０席）

お風呂

原則として、一般利用のお客様と時間帯を分けて対応をさせて頂きます。
＜参考＞ ご利用目安 男女各２０名

レンタルバスタオル、タオルについて 各１枚２２０円で準備可能です

最新情報 https://www.qkamura.or.jp/bandai/blog/detail/?id=34404

その他 旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づくサービス提供をさせて頂きます。
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ご予約・お問合わせは・・・

休暇村 裏磐梯 〒969-2701 耶麻郡北塩原村桧原
Tel.0241-32-2421 Fax.0241-32-2422

休暇村協会 営業本部 販売促進課 休暇村大阪センター
TEL：03-3845-8652 FAX：03-3845-8658 TEL: 06-6343-2290  FAX: 06-6343-0134

<事前打ち合わせ・下見のご案内＞

ご利用対象

・旅行会社の従業員
・学校関係者
・上記の同行者（4名まで）

ご利用料金
・1泊2食 ９，９００円（消費税込、入湯税別）
※土曜日、休前日２，２００円増

有効期間
通年

除外日
連休、年末年始、ＧＷ、お盆等の繁忙期

ご利用方法
・予約は、休暇村協会販売促進課（03-3845-8652）、休暇村協会 大阪センター（06-6343-2290）にて承ります
・ご希望日程、ご人数をお申し付けください
・ご利用当日、チェックイン時に所属が判別できる名刺等をフロントスタッフへご提示ください

食事コース
・スタンダートコースにてご用意させて頂きます
・食事のグレードアップの際は、差額をお支払いください

精算方法
・チェックアウト時に現金精算にてお願いいたします


