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他にもこんなこと

砂地元食材を使用した食体験

砂間伐材を使った木工体験

炉農業体験
赤力ブやすんきなど、作付けから、収穫、漬け込み体験

砂林業体験
植樹、間伐、枝打ち、炭焼き

| セントラルロッジ(通年営業.泊2鮒き料金 I | 女お得情報女 I 

女大人 7，000円 ~

大 小中学生 5，700円 ~

女幼児 2，000円 ~

名古屋市国民健康保険加入者(小学生以上)の方で、

f保険証jをご持参された方は、

※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。

宿泊料金から1，000円の割引 (助成対象)制度があ

ります。(年度内一世帯4泊まで)
詳細については、お電話またはホームページでこ確認ください。 ※セントラルロッジ宿泊プランのみ対象となります。

司令式典郷土芸能24日@ロ ム 25日 @餅っき
1ーブと歌声のタベガラポン抽選E

自然観察と26日@
丸太切り体験

27日@鑑賞炭作り

森に触れよ 、 間伐材を用いた
29日@ つ 30日@

ネイチャーゲーム 箸作り体験

フキノトウ採りと 家族で作る1日 @ ':::'~;+~J:_J，~;~;;' 2日@
フキ昧噌作り体験 ビザ作り体験

輪投げ大会4日@王滝菩まつり

7日@鑑賞炭作り

ちひ、つ子
5日@

クライミング体験

テラスでの8日 @ ー星空ウォッチンク

休暇村オリジナル9日o ~'~)(.:; /~ I: .~''::_~ 10日@魚つかみ体験
ミニボーリング大会

フキノトウ採りと
28日@

フキ昧噌作り体験

自然観察と
3日 @

丸太切り体験

雫に触れよう
6日@

ネイチヤーゲーム



重重重量".(.jj~董翠璽璽宣軍軍璽聾童書置
健康増進プラン

，~:~]:E 名古屋発着 のんびりプラン

旅行代金 !大人 22.000円 |募集人員 130名(最少催行人員7名)

1目白 名城公園 (9:00出発)→木曽馬の里→休暇村(泊)

2日目 休暇村→開ヶ根地軒寺守町1N;こまくさの湯(各自昼食)→
かんでんぽぽ力 アノ→休暇村(泊)

3日目 休暇村→月川温泉郷 .はなもも街道→苗木城跡→名城公園 (17:05到着予定)

①令和2王手5月13日(水)-15B(金)、②6月3日(水)-5日(金)
(各2泊3日5食:朝2昼1タ2)

旅行代金 !大人 21.500円 |募集人員 130名(霊妙催行人員7名)
1日目 名城公園 (9・00出発)→赤沢自然休養林(昼食各自持参)→休暇村(泊)
2日目休暇村→上高地→休暇村(泊)
3日目 休暇村→木曽馬の里→馬篇宿(各自昼食)→名械公園 (17:15iU着予定)

1日目 名城公園 (9:00出発)→赤沢自然休養林(昼食各自持参)→休暇村(泊)

2日目 休暇村司美ケ原高原~美ケ原高原美術館→休暇村(泊)
3日目 休暇村→木曽馬の皇→馬寵宿(各自昼食)→名城公園 (17:15到着予定)

下記のほかたくさんのツアーをご用意しております。
ホームページをご覧くだ、さい。

①令和2年5月 10日(日)~12日(火)、②5月20日(水)-22B(金)
(各2泊3目5食:朝2昼1タ2)

旅行代金 |大人 21.000円 |募集人員 130名(愚少催行人員7名)
1日目 名城公園 (9:00出発)→赤沢自然体養林(昼食各自持参)→休暇村(泊)
2日目 休暇村→乗鞍高原:ーの澱園地→休暇村(泊)
3日目 休暇村→木曽馬の皇→馬籍宿(各自昼食)→名城公園 (17:15到着予定)

令和2年5月25日(月)-27日(水)(2泊3日4食:朝2昼Oタ2)
旅行代金 |大人 21.000円 |募集人員 130名(最少催行人員7名)

1日目 名城公園 (9:00出発)→赤沢自然休養林(昼食各自持参)→休暇村(泊)
2日目 休暇村→国営あずみのアルプス公園堀金・穂高地区(各自昼食)→

大主わさび農場→休暇村(泊)
3日目 休暇村→木曽馬の里→馬篇宿(各自昼食)→名城公園 (17:15到着予定)

p~:~:E 休暇村集合 ゆったりプラン 線認誌も守主主主主主JrF28管黙認汽むます。

①令和2年6月8B(月)-10臼{水)、②6月10日(水).......12日(金)
(各2泊3日5食:朝2昼1タ2)

旅行代金 !大人 19.000円 |募集人員 130名(最少催行人員5名)

2日目 休暇村 (8:45出発)→日和田高原(山菜採り)→木曽馬の里→休暇村(泊)
(15:30到着予定)

令和2年7月16白(木)-18日(土)(2)83B5食:朝2昼1タ2)
旅行代金 i大人 24.000円

2日日 休暇村 (8:00出発)→菅の台パスセンター『駒ヶ岳ロープウェイ〉
千畳敷b駒ヶ岳ロープウェイ司菅の台パスセンター→休暇村(泊)

(16:25到着予定)

自然体験霊山・トレッキング く〉おんたけ体6~村は椙部屋不可。お 1 人で参加の方、 1 人 1 室をご希望の方は 1 泊につき500円追加になります。(和室利用)
く>2泊目以降の山小屋泊は相部屋になります。

1日目 JR木曽福島駅 (11:30出発)→御岳ロープウェイ~行場山荘~
百閏滝小屋跡~油木美林~油木美林遊歩道駐車場→休暇村(泊)
到着後安全登山教室

2日目 休暇村→田の原登山口~王滝頂よ~自の原登山口→JR木曽福島駅
(16:30到着予定)

健康僧進ウォーキング&ラン

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→清滝→新滝→休暇村(泊)

2日目 休暇村→御岳ロープウェイ~行場山荘~百間滝小屋跡~油木美林~不易の滝
~油木美林遊歩道入口→JR木曽福島駅 (15:45到着予定)

平日限定 BJf:E:E休暇村滞在プラン

IJ4mbl 21 .000円 ImMhl19.500円

3泊4日8食付き(朝食3回、昼食2回、夕食3目、こもれびの湯入浴あり)

[各コース共通 ご案内]

く〉出発地よりおんたけ休暇村貸切パスでの移動となります。
く〉旅行代金は、和室(トイレ無し)2名1室利用の 1人あたりの料金となります。トイレ付希望
の場合は割信料金がかかります。

l 中央アルプス北部縦走霊山 園田
錦秋の空木岳~南駒ヶ岳~越百山 臨画‘画通‘・

令和2年9月22日(火)-25B(金)(3泊4B9食:朝3塁3タ3)

旅行代金 |大人 44.000円

募集人員 115名(愚少催行人員5名)

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→休暇村(泊)到着後 安全登山教室

2日目 休暇村→伊奈川登山口~四合目~木曽殿山荘(泊)

3目白 木曽殿山荘~空木岳~赤榔岳~南駒ヶ岳~仙涯嶺~越百山~越百小屋(泊)
4日目 越百小屋~七合目見暗台~上ノコル~福栃平~伊奈川|登山口→

JR南木曽駅 (14:15到着予定)

1日目 JR木曽福島駅 (11:30出発)→休暇村(泊)到着後講習会
2日日 休暇村~トレイルランニング実践~休暇村→JR木曽福島駅

け6:00到着予定)

※対象期間 :令和2年 4月27日(月)~ 7月17日(金) (休暇村規定によるl
9月 1日(火)~12月 18日(金)の平日 1 繁忙日を除く l

(ただし、 6月23日(火)-6月30日(火)・ 10月268(月)-11月3日(火)は全館休館日)
※他のプランや宿泊パックとの併用はできません。
※観光地などへのご案内はございません。休暇村敷地内で森林浴などでお過ごし

いただくプランです。
※お1人様1室をご使用の場合、1)自につき500円追加になります(和室利用)。

く〉相部屋不可。お1人でのご参加の方及び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リます。
。舌コースとも添乗員は同行しません。現地ガイド ・スタッフがご案内します。



リエューアル記念特別企画

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→御獄神社皇室→大又三社→新滝→

休暇村(泊)

!賛助会員 10.000円
旅行代金 |

|一般 14.000円
1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→開田高原アイスクリーム工房→休暇村(泊)

到着後新展望台にて星空観察&夕食

2日目 休暇村→清滝(滝行体験)→休暇村→JR木曽福島駅 (15:00到着予定) 2日目 休暇村→きのこ王国→かんでんパパガーデン(各自昼食)→

マルス信州蒸溜所→JR木曽福島駅 (16・00到着予定)

文化・自然体験

1白日 JR木曽福島駅 (13:10出発)→休暇村(泊)到着後森づくり体験
1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→キビオ峠→休暇村(泊)

2日目 休暇村→あづみ野池田クラフトパーク→大王わさび農場(各自昼食)→2日目 きのこの菌打ち~木工工作体験~休暇村→JR木曽福島駅 (14:10到着予定)
安曇野スイス村→JR塩尻駅 (16:05到着予定)

こども応緩プロタラム

瞳璽璽瞳轟蒋曹関擁聾璽轟覇 瞳轟轟轟趨融轟轟襲聾聾聾覇盟
令和2年5月16日{土)-5月17日(日)( 1泊283食:朝1昼1タ1) ①令和2年6月13日{土)-14日(日)、②8月29日{土)-30日(臼)

(各1泊282食:朝O昼1タ1)※朝食は各自用意|大人 11.000円小中 8.000円
旅行代金 |

l幼児 3.500円 旅行代金 |大人 4.500円小中 3.000円幼児 2.500円
| ※別途ファミリーキャビン代 1練 13，000円必要 (1棟6名定員)

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→東京大学木曽観測j所→休暇村(泊)

夕食後野外観望会星の観望会
募集人員 15家族 (最少催行人員1家族)

1日目 ー・ 4 ・ー一一ー 一一白一‘
2日目 休暇村天文館設備見学・観望~天文教室~休暇村→JR木曽福島駅

(14:00到着予定)

25名
(愚少催行人員7名)

1日目 名城公園 (8:30出発)→休暇村(泊)

到着後 オリ工ンテ ション・昆虫採集・灯火採集

1日目 名古屋市科学館 (9:00出発) (自家用車の方は、 12:30休眠村集合)→
休 暇 村 ( 泊 ) 到 着 後 開 校 式 ・ 星 の 教 室 夕 食 後 観 望 会

2目白 オプショナルコ ス~休暇村(泊)夕食後観望会

2日目 昆虫採集~標本作り~閉会式~休暇村→名城公園 (17:45到着予定) 3目白 星の教室~閉校式~休暇村(自家用車の場合、閉校式後解散)→
名古屋市科学館 (17:15到着予定)

置亘霊童置重量

[ご旅行条件 (要旨)]

→車扇寝言語

=今量盤パス

この旅行l草、(公財)名古屋市民休暇村管理公社(以下「当公社J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Jといいます。)を締結することになります。旅行契約の内容 田条件は別
途お渡しする愚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庖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。旅行契約は当公社カマ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・
旅行傷害保検 消費税等諸税のほか、パンフレツ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機の個人的諸賢周及びこれに伴

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曹に記E草された個人情報について、

お客僚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。

・旅行条件の婁準
この旅行条件は2020年 1月1日を基準としています。

淡詳しいご旅行条件を記載した事面をお;I!!ししますので、事前にごE童館のうえお申し込みください。

[各コース共通こ案内]

く〉出発地よりおんたけ休暇村貸切パスでの移動とな
ります。

く〉旅行代金l草、和室(トイレ無し) 2名 1室利用の
1人あたりの料金となります。トイレ付希望の場
合は割増料金がかかります。

く〉相部屋不可。お1人でのご参加の方及び1人1部屋
をご希望の方は、 15自につき500円追加になりま
す(※和室利用の場合)。

く〉客室|草全室禁煙となります。

<>各コースとも添乗員は同行しません。現地ガイド・
スタッフがこ案内します。

く〉最少催行人員になら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こ7承ください。

-・・・・・.iíi面t暗証置~謹・~~;司・・
指定管理者(公財)名古屋市民休暇村管理公社

市民おんたけ休暇村 干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 

:/ /www.ontake-kvukamura.net/ 

I nM'rlI@i. ~nm I ~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 026叩之111旅行企画・実施
長野県知事登録旅行業第2・556号全国旅行業協会会員園内旅行業務取扱管理者金谷美由紀


