山に登ろう！

中央アルプス主稜線縦走登山
き

◇おんたけ休暇村の貸切バスで出発地よりご案内いたします。 ◇添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。
◇客室は全室禁煙となります。 ◇セントラルロッジ宿泊の場合、客室タイプは和室（トイレ無）となります。トイレ付をご利用の場合は割増料金がかかります。
◇セントラルロッジ宿泊の場合、相部屋不可。 ◇お１人でご参加の方及び１人１部屋をご希望の方は、１泊につき500円追加になります。（※和室利用の場合）
◇山小屋は相部屋になります。
からかさやま

中央アルプス大展望「傘山」登山
伊那谷を見下ろす展望の里山

募集人員 15名（最少催行人員４名）

１日目
２日目

歩行時間 ２日目

約５時間30分

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 安全登山教室
休暇村→御嶽登山口駐車場～傘山～御嶽登山口駐車場→
JR 中津川駅（16:35到着予定）

体力 ★ ★★★
技術 ★ ★★★

伊那富士「戸倉山」登山

体力 ★★ ★★
技術 ★ ★★★

令和３年４月10日（土）～11日（日）
（１泊２日３食：朝１昼１夕１）
旅行代金 大人 20,000円

と くらやま

令和３年４月29日
（木・祝）
～30日
（金）
（１泊２日４食：朝１昼２夕１）
旅行代金 大人 19,000円
募集人員 15名（最少催行人員４名）

１日目
２日目

１日目
歩行時間
２日目

約１時間30分
約４時間

JR 木曽福島駅（11:30出発）→休暇村（泊）
到着後 御岳高原（散策）・安全登山教室
休暇村→戸倉山キャンプ場～馬止の松～西峰山頂～東峰山頂～
沢コース分岐～上の森コース登山口→ JR 木曽福島駅
（17:30到着予定）
てん ぐ いわ

きんしょう じ やま

常念山脈の最先端「天狗岩と金松寺山」登山

体力 ★★ ★★
技術 ★ ★★★

令和３年５月16日（日）～17日（月）
（１泊２日３食：朝１昼１夕１）
旅行代金 大人 17,500円
募集人員 15名（最少催行人員４名）

１日目
２日目

みなみやつ が たけ

雲上の花めぐり「南八ヶ岳」縦走登山
ツクモグサ・ウルップソウを求めて

体力 ★★★★★
技術 ★★ ★★

令和３年６月１日（火）～３日（木）
（２泊３日６食：朝２昼２夕２）
旅行代金 大人 41,000円
募集人員 15名（最少催行人員５名）

１日目
２日目
３日目

歩行時間

２日目
３日目

約５時間
約７時間

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 安全登山教室
休暇村→美濃戸口～行者小屋～赤岳天望荘（泊）
赤岳天望荘～赤岳～横岳～硫黄岳～赤岳鉱泉～美濃戸口→
JR 木曽福島駅（17:25到着予定）

歩行時間 ２日目

約６時間

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 安全登山教室
休暇村→金松寺～林道終点登山口～金松寺山～天狗岩～
金松寺分岐～林道終点登山口～金松寺→ JR 木曽福島駅
（17:45到着予定）
はちもりやま

木曽川水源「鉢盛山」登山

体力 ★★ ★★
技術 ★ ★★★

大人のキャンプファイヤーと木曽川源流を探索！

令和３年6月14日（月）～15日（火）
（１泊２日３食：朝１昼１夕１）
旅行代金 大人 16,000円

歩行時間 ２日目

募集人員 15名（最少催行人員４名）

１日目
２日目

約5時間30分

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村キャンプ場（泊）
到着後 夕食作り キャンプファイヤー
休暇村キャンプ場→木曽川源流登山口～鉢盛山～
木曽川源流登山口→ JR 木曽福島駅（16:50到着予定）
※キャンプ場グループキャビン宿泊

男女別の相部屋になります

しらくさやま

新緑の阿寺山地「白草山」登山

体力 ★★ ★★
技術 ★ ★★★

御嶽山大展望

令和３年7月１日（木）～２日（金）
（１泊２日４食：朝１昼２夕１）
旅行代金 大人 18,500円
募集人員 10名（最少催行人員４名）

１日目
２日目

き そ こま が たけ

ほうけんだけ

さん の さわだけ

木曽駒ヶ岳・宝剣岳・三ノ沢岳登山
花の百名山「雲上のお花畑」

体力 ★★★★★
技術 ★★★★★

令和３年7月11日（日）～13日（火）
（２泊３日6食 : 朝２昼２夕２）
旅行代金 大人 39,000円
募集人員 15名（最少催行人員５名）

１日目
２日目
３日目

歩行時間

２日目
３日目

約２時間
約７時間

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 安全登山教室
休暇村→菅の台バスセンター⇒駒ヶ岳ロープウェイ：
しらび平駅➣千畳敷駅～乗越浄土～木曽駒ヶ岳～
頂上木曽小屋（泊）
頂上木曽小屋～宝剣岳～極楽平～三ノ沢岳～極楽平～
駒ヶ岳ロープウェイ：千畳敷駅➣しらび平駅⇒
菅の台バスセンター→ JR 木曽福島駅（17:40到着予定）

歩行時間

１日目
２日目

約１時間30分
約５時間30分

JR 木曽福島駅（11:30出発）→休暇村（泊）
到着後 御岳高原（散策）・安全登山教室
休暇村→黒谷林道入口ゲート～白草山～黒谷林道入口ゲート
→ JR 中津川駅（17:30到着予定）

おんたけさん

御嶽山火山マイスターと行く火山学習登山
規制緩和の王滝頂上へ

体力 ★★★★★
技術 ★ ★★★

令和３年8月25日（水）～26日（木）
（１泊２日４食 : 朝１昼２夕１）
旅行代金 大人 15,000円
募集人員 15名（最少催行人員４名）

１日目
２日目

歩行時間

１日目
２日目

約１時間30分
約５時間

JR 木曽福島駅（11:30出発）→休暇村（泊）
到着後 御岳高原（散策）・安全登山教室
休暇村→田の原登山口～王滝頂上～田の原登山口→休暇村→
JR 木曽福島駅（16:30到着予定）

そ こま が たけ

おんたけさん

御嶽古道遊歩 御嶽山一合目から
王滝頂上踏破！ Vol.2

体力 ★★★★
技術 ★★★★★

うつ ぎ だけ

木曽駒ヶ岳・宝剣岳・空木岳

２日目

旅行代金 大人 45,000円
募集人員 15名（最少催行人員５名）

１日目
２日目
３日目
４日目

歩行時間 ３日目

令和３年9月23日（木・祝）～24日（金）
（１泊２日４食 : 朝１昼２夕１）

約２時間
約８時間
約７時間30分

旅行代金 大人 17,000円

４日目
JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 安全登山教室
休暇村→菅の台バスセンター⇒駒ヶ岳ロープウェイ：
しらび平駅➣千畳敷駅～乗越浄土～木曽駒ヶ岳～
頂上木曽小屋（泊）
頂上木曽小屋～宝剣岳～檜尾岳～東川岳～木曽殿山荘（泊）
木曽殿山荘～空木岳～池山小屋～駒ヶ根高原スキー場→
JR 中津川駅（17:30到着予定）
おんたけさん

錦秋の「御嶽山」登山

体力 ★★★★★
技術 ★ ★★★

七合目田の原天然公園から王滝頂上へ

令和３年9月5日（日）～8日（水）
（３泊４日9食 : 朝３昼３夕３）

１日目
２日目

１日目
２日目

歩行時間

募集人員 15名（最少催行人員４名）

約２時間
約５時間

2021 おんたけ休暇村

JR 木曽福島駅（11:30出発）→御嶽神社里宮～仏の穴～
王滝村公民館～休暇村（泊）到着後 安全登山教室
休暇村→田の原登山口～王滝頂上～田の原登山口→休暇村→
JR 木曽福島駅（16:30到着予定）

☆王滝頂上踏破！ Vol. １は「ウォーキング」のツアーにあります。

体力 ★★ ★★
技術 ★ ★★★

紅葉を見に行こう！

令和３年9月30日
（木）
～10月1日
（金）
（１泊２日４食 : 朝１昼２夕１）
旅行代金 大人 17,500円
募集人員 15名（最少催行人員４名）

１日目
２日目

歩行時間

１日目
２日目

約１時間30分
約５時間

JR 木曽福島駅（11:30出発）→休暇村（泊）
到着後 御岳高原（散策）・安全登山教室
休暇村→御岳ロープウェイ：鹿ノ瀬駅➣飯森高原駅～
女人堂～石室山荘～剣ヶ峰～石室山荘～女人堂～
御岳ロープウェイ：飯森高原駅➣鹿ノ瀬駅→ JR 木曽福島駅
（16:45到着予定）

おんたけ休暇村 健康増進リフレッシュプラン
※写真はイメージです。

新型コロナウイルス感染症の感染防止についての当公社の取り組み
公益財団法人名古屋市民休暇村管理公社では、新型コロナウイルス感染症の感染防止についての取り組みと
して、ご利用の皆様ならびに職員の健康と安全のために、以下の取り組みをしてまいります。
１ 施設内の取り組み
（１）サーモグラフィの設置
お客様の体温を測る装置としてフロントにサーモグラフィを設置しています。
（２）アルコール消毒液の配置
玄関やエレベーター前等の共用部および客室にアルコール消毒液を配置していますので、手指の消毒
にご協力ください。
（３）消毒の実施
ドアノブ、エレベーターのボタン、お手洗いの扉などお客様の触れる機会が多い箇所の清掃を実施します。
（４）お客様の健康状態の確認
チェックイン時にお客様の健康状態についてお伺いします。
（５）マスクの着用・手洗いの徹底
手洗い、マスク着用を義務付け、徹底いたします。
（６）職員の健康管理
出勤前に検温を行い、発熱があった職員は自宅待機とします。
不要不急の外出や不特定多数が集まる集会・イベント等の参加自粛を指導します。
２ お客様へのお願い
〇 マスク等による咳エチケットや石鹸・アルコール消毒液による手洗いをお願いします。
〇 ご宿泊の前日に体調のご確認のお電話をいたします。また、ご宿泊当日の朝にご自宅で検温し、
発熱や咳・咽頭痛の症状、倦怠感等の自覚症状がある方は、ご来村をご遠慮いただきますようお
願いいたします。
〇 当施設をご利用中に体調が優れないと感じた場合は、すみやかに職員にお申し出ください。
〇 大声での発声や、近接した距離での会話など感染リスクが高いとされる行為は控えていただきま
すようお願いいたします。
〇 感染者が出た場合には、保健所の聞き取りに協力し、濃厚接触者となった場合は、保健所の指示
に従ってください。
〇ご旅行帰着後２週間以内に新型コロナウイルス陽性と診断された場合は、おんたけ休暇村にご連絡
ください。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきご協力くださいますようお願い申し上げます。

【ご旅行条件（要旨）】
この旅行は、（公財）名古屋市民休暇村管理公社（以下「当公社」といいます。）が企画・実
施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当公社と募集型企画旅行契約（以下「旅行
契約」といいます。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする最
終日程表を称する確定書面及び当公社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立
当公社の定めた必要事項を記入した申込書にて店頭にて申込みを行うほか、電話・FAX・
郵便・その他の通信手段による旅行申込みを行い（旅行代金の20％を限度として申込金を添
えていただく場合がございます。）、当公社の定める期日までに旅行代金をお支払いいただき
ます。旅行契約は当公社が契約の締結を承諾し、旅行代金もしくは申込金を受領したときに
成立するものといたします。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃料金・宿泊費・食事代・体験料・ガイド代・旅行傷害
保険・消費税等諸税のほか、パンフレット等に旅行代金に含まれるものとして明示されたも
の及び旅行業務取扱料金が含まれています。
●旅行代金に含まれないもの
コースに含まれない交通費、レンタル代などお客様の個人的諸費用及びこれに伴う税・サー
ビス料
●個人情報の取扱について
当公社は、旅行申込の際に提出いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様
との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において旅行サー
ビスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただ
きます。また、当公社は各種企画のご案内、統計資料の作成、アンケートのお願いにお客様
の個人情報を利用させていただくことがあります。
●旅行条件の基準
この旅行条件は2021年３月１日を基準としています。
※詳しいご旅行条件を記載した書面をお渡ししますので、事前にご確認のうえお申し込みください。

旅行企画・実施
※写真はイメージです。

ほうけんだけ

とくとく情報
名古屋市国民健康保険加入者（小学生以上） の
方で、
「保険証」をご持参された方は、宿泊料
から1,000円の割引（助成の対象です）制度があ
ります。（年度内一世帯４泊まで）
各プランの他、個人でも
お気軽にご宿泊いただけます。
木曽御嶽山の中腹（標高1,500m）にある宿泊型体
験施設です。市民の森づくり活動、木工体験、郷土
食体験、天文観察、キャンプなどができます。冬は
スキー、スノーシューが楽しめます。

セントラルロッジ（通年営業）
１泊２食付き料金

四季御膳… 7,000円～

※大人閑散期・和室２名１室利用料金（大
人1人あたり）
季節・曜日・料理コース・部屋タイプな
どにより料金が異なります。詳細につい
ては、お電話またはホームページにてご
確認ください。

御山御膳… 9,000円～
三笠御膳…11,000円～

本チラシツアーはホームページでもご覧いただけます。
行程表の記号
〈取消料〉

→ 車輌移動

～ 徒歩移動

⇒ 路線バス

旅行開始日の前日から起算して

無

料

7 ～ 2日前まで

旅行代金の20％

旅行代金の30％

前

日

旅行代金の40％

お問い合わせ・申し込み先

当

日

旅行開始後の解除
無連絡不参加

旅行代金の50％ 旅行代金の100％

受付時間

9:00 ～ 17:00

指定管理者（公財）名古屋市民休暇村管理公社

おんたけ休暇村

〒397-0201 長野県木曽郡王滝村3159番地25

TEL 0264-48-2111 ／ FAX 0264-48-2874
e-mail info@ontake-kyukamura.net
http://www.ontake-kyukamura.net/

（公財）名古屋市民休暇村管理公社 長野県木曽郡王滝村3159番地25 TEL 0264-48-2111
長野県知事登録旅行業 第2-556号 全国旅行業協会会員 国内旅行業務取扱管理者 金谷美由紀

旅行代金

初泊日

２日目

朝２
昼１
夕２

23,000円

4/ 8（木） 名城公園
4/11（日）（10:00出発）→

休暇村→高遠城址公園→
→かんてんぱぱガーデン
→休暇村（泊）

花巡りウォーキング
駒ヶ根：光前寺

朝２
昼１
夕２

23,000円

花巡りウォーキング
信州安曇野

朝２
昼２
夕２

名城公園
（9:00出発）→
5/6（木）
木曽馬の里→
休暇村（泊）

休暇村→
国営アルプスあずみの公
園→大王わさび農場→
休暇村（泊）

コース名

食事

花巡りウォーキング
高遠城址公園

２名１室利用大人１人あたり

25,000円

日本遺産
「赤沢自然休養林」と
新緑の上高地散策

朝２
昼０
夕２

23,000円

日本遺産
「赤沢自然休養林」と
新緑の乗鞍高原散策

朝２
昼１
夕２

22,000円

開田高原散策と
新緑の上高地散策

お取り消し・変更は当公社の営業時間内（9:00 ～ 17:00）にご連絡ください。

20 ～ 8日前まで

◇おんたけ休暇村の貸切バスで名城公園よりご案内いたします。 ◇添乗員は同行いたしません。２日目のみ現地係員がご案内いたします。
◇募集定員30名 最少催行人員７名 ◇客室タイプは、和室（トイレ無）となります。トイレ付をご利用の場合は割増料金がかかります。
◇相部屋不可。お１人でご参加の方及び１人１部屋をご希望の方は、１泊につき500円追加になります。（※和室利用の場合） ◇客室は全室禁煙となります。

➣ ロープウェイ

旅行申込後お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合には、下記の取消料を申し受けます。

21日前まで

２泊３日 名古屋発着 のんびりプラン

朝２
昼１
夕２

23,000円

３日目

休暇村
↓
八海山
↓
奈良井宿
（散策・各自昼食）
↓
名城公園
（16:45到着予定）

馬籠宿
（散策・各自昼食） 休暇村→駒ヶ根：光前寺
4/14（水） →南木曽天白公園 →駒ヶ根ファームス→
かんてんぱぱガーデン→
4/19（月） →休暇村（泊）
休暇村（泊）

名城公園
5/9（日） （9:00出発）
↓
赤沢自然休養林
（散策・昼食持参）
5/12（水）
↓
5/19（水）
休暇村（泊）
名城公園
（9:00出発）→
5/24（月）
木曽馬の里→
休暇村（泊）

休暇村→木曽馬の里→
馬籠宿（散策・各自昼食）
→名城公園
（17:00到着予定）

休暇村→
上高地（散策・各自昼食）
→休暇村（泊）

休暇村→乗鞍高原→
休暇村（泊）

休暇村→
上高地（散策・各自昼食）
→休暇村（泊）

休暇村
↓
田の原天然公園
↓
休暇村（各自昼食）
↓
名城公園
（17:15到着予定）

２泊３日 休暇村集合 ゆったりプラン
◇客室タイプは、和室（トイレ無）となります。トイレ付をご利用の場合は割増料金がかかります。
◇相部屋不可。お１人でご参加の方及び１人１部屋をご希望の方は、１泊につき500円追加になります。（※和室利用の場合）
◇客室は全室禁煙となります。 ◇休暇村に各自集合となります。
（名古屋からの送迎はございません） ◇ JRでお越しの方は、木曽福島駅よりご送迎（要予約：無料）いたします。

コース名

食事

りんご狩り & 温泉

朝２
昼０
夕２

旅行代金

2 名１室利用大人１人あたり

19,500円

初泊日

２日目

休暇村→みはらしファーム（りんご狩り）
→みはらしの湯（入浴・各自昼食）
9/21（火）
→かんてんぱぱガーデン→
→休暇村（泊）

３日目
ご希望の方は、午前に田の原
天然公園へご案内いたします。
※天候状況により中止になる場合がご
ざいます。

※写真はイメージです。

健康増進ウォーキング

◇おんたけ休暇村の貸切バスで出発地よりご案内いたします。 ◇添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。 ◇客室は全室禁煙となります。
◇セントラルロッジ宿泊の場合、客室タイプは和室（トイレ無）となります。トイレ付をご利用の場合は割増料金がかかります。
◇セントラルロッジ宿泊の場合、相部屋不可。 ◇お１人でご参加の方及び１人１部屋をご希望の方は、１泊につき500円追加になります。（※和室利用の場合）

御嶽古道遊歩

文化・自然体験

◇おんたけ休暇村の貸切バスで出発地よりご案内いたします。 ◇添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。
◇客室は全室禁煙となります。 ◇セントラルロッジ宿泊の場合、客室タイプは和室（トイレ無）となります。トイレ付をご利用の場合は割増料金がかかります。
◇相部屋不可。 ◇お１人でご参加の方及び１人１部屋をご希望の方は、１泊につき500円追加になります。（※和室利用の場合）

※健脚向き

早春の御嶽 スケッチ・撮影ツアー
三岳の梅園と王滝村の朝

おんたけスピリチュアルロード

令和３年４月24日（土）～25日（日）
（１泊２日４食 : 朝１昼２夕１）
旅行代金 大人 14,000円
募集人員 15名（最少催行人員４名）

１日目
２日目

１日目
歩行時間
２日目

約３時間
約３時間15分

令和３年5月30日（日）～5月31日（月）
（１泊２日３食 : 朝１昼１夕１）

旅行代金 大人 15,000円

旅行代金 大人 16,000円

１日目
２日目

JR 木曽福島駅（10:30出発）→御嶽神社里宮～弘法の滝～
仏の穴～王滝村公民館→休暇村（泊）
休暇村～八海山～十二権現～花戸普寛堂～新滝～清滝→
JR 木曽福島駅（14:10到着予定）

JR 木曽福島駅（13:10出発）→三岳日向→休暇村（泊）
休暇村→王滝村中越（大岩橋）→キビオ峠展望台→
JR 木曽福島駅（15:15到着予定）

１日目
２日目

新緑の上高地でニリンソウを愛でよう！

令和３年5月27日（木）～29日（土）
（２泊３日6食 : 朝２昼２夕２）
旅行代金 大人 35,000円
募集人員 15名（最少催行人員４名）

１日目
２日目
３日目

鉢伏山レンゲツツジお花見ウォーク

１日目
歩行時間 ２日目
３日目

約１時間
約３時間
約４時間

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 休暇村村内ウォーキング
休暇村→上高地：大正池～河童橋～明神館～徳沢ロッヂ（泊）
徳沢ロッヂ～横尾～徳沢～明神～明神池～河童橋～
上高地バスターミナル→ JR 木曽福島駅（17:10到着予定）

※健脚向き

高ボッチ高原鉢伏山でレンゲツツジを愛でる

募集人員 15名（最少催行人員４名）

１日目
２日目

歩行時間

１日目
２日目

①令和３年６月９日（水）～10日（木）
②令和３年６月17日（木）～18日（金）
（各１泊２日４食：朝１昼２夕１）

令和３年６月20日（日）～21日（月）
（１泊２日３食：朝１昼１夕１）

約１時間
約３時間30分

JR 木曽福島駅（11:30出発）→休暇村（泊）
到着後 薬草観察
２日目 休暇村→御岳高原（山菜採り）→ JR 木曽福島駅（14:50到着予定）

御嶽山一合目から王滝頂上踏破！ Vol.1
※健脚向き

１日目 約２時間
歩行時間 ２日目 約６時間
募集人員 15名（最少催行人員４名）
３日目 約３時間
１日目 JR 木曽福島駅（11:30出発）→一合目（王滝観光総合事務所）
～御嶽神社里宮～二合目→休暇村（泊）
２日目 休暇村→二合目～大又三社～清滝～新滝～ 花戸普寛堂～
十二権現～八海山→休暇村（泊）
３日目 休暇村→八海山～田の原天然公園→休暇村→
JR 木曽福島駅（15:30到着予定）
☆王滝頂上踏破！ Vol. ２は「登山」のツアーにあります。

いにしえの人々が辿った御嶽古道遊歩と滝行体験

旅行代金 大人 14,500円

募集人員 15名（最少催行人員５名）

１日目 JR 木曽福島駅（13:10出発）→王滝村 : かぶの収穫→休暇村（泊）
到着後 かぶの漬け込み
２日目 おやき作り体験～休暇村→ JR 木曽福島駅（14:45到着予定）

（最少催行人員４名）

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 開校式・星の教室＆工作 夕食後 観望会
ハイキング＆ピザづくり～休暇村→ JR 木曽福島駅
（13:55到着予定）

２日目

名古屋
発着

募集人員 25名

（最少催行人員７名）

１日目

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 開校式・星の教室 夕食後 観望会
２日目 自然観察～閉校式～休暇村→ JR 木曽福島駅（13:50到着予定）

大人 33,000円 小中 22,000円
旅行代金
幼児 7,000円（バス代込み）

１日目

募集人員

30名

（最少催行人員14名）

名古屋市科学館（9:00出発）→馬籠宿（散策・各自昼食）→
東京大学木曽観測所→休暇村（泊）
到着後 開校式 夕食後 星の教室・観望会
２日目 星の教室～休暇村（泊）
３日目 星の教室～閉校式～休暇村→名古屋市科学館（17:25到着予定）

JR 木曽福島駅（13:10出発）→御嶽神社里宮→大又三社→
休暇村（泊）
休暇村→十二権現～新滝～清滝（滝行）→
JR 木曽福島駅（14:25到着予定）
※写真はイメージです。

（最少催行人員１家族）

休暇村キャンプ場（14:10集合）～森の遊び＆野外料理作り～
休暇村キャンプ場（泊）
休暇村キャンプ場～バームクーヘン作り～休暇村キャンプ場
（14:00解散予定）

大人 17,000円 小中 11,000円
募集人員 各回25名
（最少催行人員７名）
幼児 6,000円（バス代込み）
名城公園（8:30出発）→休暇村（泊）
到着後 オリエンテーション＆昆虫採集・灯火採集
昆虫採集＆標本作り～休暇村→名城公園（17:45到着予定）

おんたけこども村

ネイチャーキャンプ

令和３年９月18日
（土）
～20日
（月・祝）
（２泊３日７食 : 朝２昼３夕２）
旅行代金

１日目

小中 20,500円
募集人員 40名
（最少催行人員15名）
☆小学校４年生～中学生対象
名城公園（8:30出発）→休暇村キャンプ場（泊）
到着後 夕食作り＆夜のプログラム
起床・朝食作り～午前プログラム～昼食作り～午後プログラム
夜のプログラム～休暇村キャンプ場（泊）
起床・朝食作り～午前プログラム～昼食・退村式～休暇村→
名城公園（17:30到着予定）

※写真はイメージです。

行程表の記号

【各コース共通
名古屋
発着

北原天文館長とみる皆既月食観望会
スーパームーン皆既月食

→ 車輌移動

～ 徒歩移動

⇒ 路線バス

➣ ロープウェイ

塩尻

ご案内】

◇旅行代金は和室（トイレ無）２名１室利用１人あたりの料金となります。
◇最少催行人員に達しない場合は中止する場合があります。また、当日の天候や諸
状況により行程変更や中止となる場合がありますので、ご了承ください。

旅行代金

大人 24,000円
（バス代込み）

御嶽山
標高3,067m

奈良井

木曽福島

令和３年５月26日（水）～27日（木）
（１泊２日３食：朝１昼１夕１）
募集人員 25名（最少催行人員７名）

上松

１日目

名古屋市科学館（12:00集合）～プラネタリウム見学～
名古屋市科学館（13:50出発）→休暇村（泊）
夕食後 皆既月食観望会
２日目 星の教室～閉校式～休暇村→名古屋市科学館（16:55到着予定）

大桑
田立

北原天文館長と中秋の名月をみよう！

名古屋市科学館共催事業

令和３年８月９日（月・振）～11日（水）
（２泊３日６食：朝２昼２夕２）

約１時間
約１時間

募集人員 ５家族

夏休み子ども応援特別プログラム～昆虫採集と標本作り～

３日目

令和３年５月８日（土）～９日（日）
（１泊２日３食：朝１昼１夕１）

天の川と土星・木星を満喫しよう

２日目

２日目

春の星を観望しよう！

おんたけ天文教室

１日目

名古屋
発着

◇おんたけ休暇村の貸切バスで出発地よりご案内いたします。
◇添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。
◇客室は全室禁煙となります。
◇セントラルロッジ宿泊の場合、客室タイプは和室（トイレ無）となります。
トイレ付をご利用の場合は割増料金がかかります。
◇相部屋不可。
◇お１人でご参加の方及び１人１部屋をご希望の方は、１泊につき500円追加にな
ります。（※和室利用の場合）

小中 7,500円

※別途ファミリーキャビン（１棟６名定員）
宿泊代13,000円必要

おんたけ休暇村サマースクール

募集人員 25名（最少催行人員５名）

北原天文館長とみる春の星空観望会

小中 3,000円

昆虫博士
（鳥獣館長）林昌利先生による

旅行代金

２日目

①令和３年９月９日（木）～10日（金）
②令和３年９月15日（水）～16日（木）
（各１泊２日４食 : 朝１昼２夕１）

大人 16,500円
旅行代金
幼児 3,500円

大人 4,500円

旅行代金 幼児 2,500円

①令和３年７月22日（木・祝）～23日（金・祝）
②令和３年７月31日（土）～８月１日（日）
（各１泊２日４食：朝１昼２夕１）

１日目

薬草指導員による薬草の見分け方と活用講座

名古屋
発着

令和３年8月21日（土）～22日（日）
（１泊２日３食 : 朝１昼１夕１）

２日目

募集人員 15名

①令和３年６月19日（土）～20日（日）
②令和３年９月11日
（土）
～12日
（日）
（各１泊２日２食：朝０昼１夕１）

春の赤かぶ漬け体験

薬草観察＆薬研「薬草茶」作り体験

旅行代金 大人 23,000円

１日目

小中 8,000円

★名古屋市科学館協力事業★

一合目～七合目 田の原天然公園

募集人員 10名（最少催行人員４名）

１日目

大人 13,000円
幼児 3,000円

おんたけ星空ツアー

令和３年7月３日（土）～7月5日（月）
（２泊３日7食 : 朝２昼３夕２）

１日目
２日目

旅行代金

募集人員 25名（最少催行人員５名）

１日目

おんたけ森の学校

森で遊んでバームクーヘンを作ってみよう！

令和３年７月10日（土）～11日（日）
（１泊２日３食：朝１昼１夕１）

JR 木曽福島駅（11:30出発）→休暇村（泊）
到着後 薬草観察
２日目 薬研薬草茶作り体験～休暇村→ JR 木曽福島駅（14:50到着予定）

御嶽古道遊歩

歩行時間

①（6/9） 15,500円
②（6/17）15,000円

親子スターウォッチング
家族でおんたけの自然を楽しもう！

１日目

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 休暇村村内ウォーキング
休暇村→鉢伏山荘～鉢伏山～アルプス連峰パノラマ展望台～
高ボッチ 山頂～高ボッチ高原 草競馬場→ JR 木曽福島駅
（17:20到着予定）

旅行代金 大人 19,000円

JR 木曽福島駅（13:10出発）→木曽馬の里→休暇村（泊）
休暇村→田の原天然公園→阿寺渓谷→ JR 南木曽駅
（15:50到着予定）

ブランド「王滝かぶ」の収穫・漬け込みと
信州郷土料理「おやき」作り体験

旅行代金 大人 17,500円

令和３年6月16日（水）～17日（木）
（１泊２日３食 : 朝１昼１夕１）
旅行代金 大人 20,000円

旅行代金

募集人員 15名（最少催行人員４名）

薬草観察＆薬膳料理

薬草指導員による薬草の見分け方と活用

徳沢ロッヂ宿泊プラン♪上高地ゆったりウォーク

◇おんたけ休暇村の貸切バスで出発地よりご案内いたします。 ◇添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。 ◇客室は全室禁煙となります。
◇セントラルロッジ宿泊の場合、客室タイプは和室（トイレ無）となります。トイレ付をご利用の場合は割増料金がかかります。
◇相部屋不可。※おんたけこども村企画を除く。
◇お１人でご参加の方及び１人１部屋をご希望の方は、１泊につき500円追加になります。（※和室利用の場合）

早春の御嶽山と阿寺渓谷スケッチ撮影ツアー

令和３年４月１日（木）～４月２日（金）
（１泊２日３食 : 朝１昼１夕１）
募集人員 15名（最少催行人員４名）

こども応援プログラム

中津川

中秋の名月

令和３年９月21日
（火）
～９月22日
（水）
（１泊２日３食：朝１昼１夕１）
旅行代金 大人 15,000円

募集人員 25名（最少催行人員５名）

１日目

JR 木曽福島駅（13:10出発）→休暇村（泊）
到着後 開校式・星の教室 夕食後 観望会
２日目 自然観察～閉校式～休暇村→ JR 木曽福島駅（13:50到着予定）

※写真はイメージです。

東名高速道路

南木曽

