川西

9 月参加要項
今月の詳細をお伝えします！

「火おこしマスターになろう！」

ベーシックコース

日

程：9月23日(金)

実施場所：青少年いこいの家(猪名川町)
集合解散：川西阪急 2Ｆ

集合:

9:20

解散: 16:45

阪急川西能勢口側 屋外通路

※裏面参照

※現地集合解散ご希望の方は、
事前に公式 LINE にてご連絡ください。

９月のベーシックコースは

持ち物
□水筒（お茶）

□お菓子(昼食後食べる程度)

□お弁当

□おしぼり

□かっぱ（上下） □軍手(綿100%のもの)
□長袖のシャツor羽織れる長袖

□着替え一式(パンツ、シャツ、靴下)

自分で火おこしをして
たき火をしよう！

的な「焚き火」を着火から
自分たちの手で体験してみ

たいお菓子も持ってきても

□ゴミ袋(お菓子のゴミなどを入れます）

OKです。これを焼いたら

□帽子

どうなるかな？と想像して

※着用する洋服は出来るだけ綿のものにしてください。

みてくださいね。

化学繊維のものは火の粉で溶けて火傷の可能性が高くなります。

川西阪急2F 集合
阪急川西能勢口駅 発 (阪急)
日生中央駅 着
日生中央 発 (バス)
屏風岩 着
徒歩移動
10:50 青少年いこいの家 着

す。大人が体験しても魅力

お菓子も焼けるので、焼き

□レジャーシート
（敷物）

09:20
09:34
09:54
10:20
10:30

火を使って遊んでいきま

ましょう！火をつけた後は

(火を使う時に使用)

※途中昼食

15:30

青少年いこいの家 発
徒歩移動
15:47 屏風岩 発 (バス)
16:01 日生中央 着
16:10 日生中央駅 発 (阪急)
16:30 阪急川西能勢口駅 着
16:45 川西阪急2F 解散

「海あそび」

アドバンスコース
日 時

日

予定プログラム

集合・解散時間

日 時

予定プログラム

集合・解散時間

程：9月11日(日)

実施場所：江井ヶ島海岸 (明石市)
集合解散：川西阪急 2Ｆ

阪急川西能勢口側 屋外通路

集合: 8:40
解散: 17:50

※裏面参照

※現地集合解散ご希望の方は、
事前に公式 LINE にてご連絡ください。

持ち物
□水筒（お茶） □お菓子(昼食後食べる程度)
□お弁当
□おしぼり
□かっぱ（上下） □軍手
□レジャーシート
（敷物）
□着替え一式(パンツ、シャツ、靴下)
□ゴミ袋(お菓子のゴミなどを入れます）
□帽子
□水着 □タオル □ゴーグル ※
□速乾(化繊)Tシャツ(ラッシュガードも可)
□マリンシューズor濡れてもいい靴
□スポーツタイツor薄手の長ズボン
※ 裏面をご参照ください

夏休み明けのアドバンスコ

08:40
08:56
09:21
09:53
10:02
10:12

川西阪急2F 集合
JR川西池田駅 発（JR）
JR尼崎駅 発（乗換）
JR明石駅 着
山陽明石駅 発（山陽）
山陽江井ヶ島駅 着
徒歩移動
10:40 活動場所 着
海遊びスペシャル！
全力で海を楽しもう！

ースは、江井ヶ島海岸で海
遊びです。カニやヤドカリ
等の生き物を探したり、ぷ

15:40

かぷか浮かんで泳いでみた
り、たらいの上に乗って遊
んだり楽しみ方は無限大で
す。1人1人が全力で海を楽
しめる一日にしたいと思い
ます。

16:08
16:19
16:35
17:22
17:38
17:50

※途中昼食

活動場所 発
徒歩移動
山陽江井ヶ島駅 発（山陽）
山陽明石駅 着
JR明石駅 発（JR）
JR尼崎駅 発（乗換）
JR川西池田駅 着
川西阪急2F 解散

全コース共通項目

服

装

集合・解散場所
【火を使うときの服装】

帽子をお持ちください。
活動しやすいように、
荷物はリュックに入れ
てください。
PENS

川西阪急2F 阪急川西能勢口側 屋外通路

火を使うときは、軍手・長そで
・長ズボンとも綿のものをご用
意ください。化学繊維のものは
火傷の原因となりますのでお控
えください。

※移動中や火を使わないときは
着用しなくても大丈夫です。
着脱しやすいものをお持ちください。

活動中の服装は、ズボ
ンでお願いします。
(女の子も)

綿 100%

運動靴でお願いします。

軍手

長そで・長ズボン

【海あそびの格好】

※集合時に下に水着を着用してきてください。
※活動中はライフジャケットを着用します。（貸出）

長袖速乾シャツか
長袖ラッシュガード

※集合・解散場所には遅れずにお集まりください。特に公共の交
通機関を利用して移動する場合、乗車する交通機関の時間が
決まっておりますので、集合時間に遅れますと事業に参加でき
ない場合がありますので、
ご了承ください。

水着の下に
水着の上に
スポーツタイツ 薄手の長ズボン

ライフジャケット（貸出）
全コース

マリンシューズor運動靴

晴れていても、活動する川の増水や増水の恐れがある場合は、
雨天プログラムに変更する場合があります。

公式 LINE

貴重品の取り扱いについて

＜受信できる情報＞
！ 雨天による変更

最新イベント情報
実施後の活動報告

など

＜送信していただける情報＞

アースレンジャー
川西

振替・欠席の連絡
個別に連絡していただけます！
質問・確認 など

高額なお金や、カメラ・
携帯電話などは持って
こないようにお願いします。
持ってきてしまった場合、
紛失・盗難における責任は
負いかねます。
あらかじめご了承ください。

雨天時のプログラム
雨天の場合でもレインウェアを着て
予定通り実施します。雨の状況によ
り予定通りのプログラム実施が困難
な場合、別プログラムになる可能性
もございますのでご了承ください。
レインウェアは上下が分かれているものをご準備ください。

雨天時のプログラム変更は、こちらのブログにて、
ご連絡いたします。当日までにご確認の上、
ご参加いただきますようお願いいたします。
（イベント実施中の雨天・遅延状況もこちらで
報告いたします。）
※公式 LINE ご登録後、メニューより気軽にご覧になれます。
HP からは、トップページの「最新情報」からご覧いただけます。
※ブログの更新は、実施前の金曜日に更新します。

報告フォトアルバム

キャンセル・振替・問い合わせ
キャンセル、振替、その他お問い合わせは、
公式LINE、下記問い合わせ先にてご連絡ください。
ご欠席・お振替につきましては出来る限り、
公式LINEをご利用ください。
お問い合わせ先

雨天遅延情報

当日の様子を撮影した写真を、パソコン・スマー
トフォン等でご覧いただけます。
電波状況によりますが、なるべく
撮影したその場で更新していきます。
days
QR コードは、当日朝に
スタッフからお渡しします。
30daysAlbum

● ハロートラベル京都営業所
● ポジティブアースネイチャーズスクール
● 当日の連絡先
（PENS携帯）

30

☎075-384-0015
☎075-354-6388
☎080-2511-5556

(10:00〜18:00

火・日・祝定休)

(10:00〜18:00

火・日・祝定休)

