事前資料
（メール版）
日 時

2018 年２月 16 日（⾦）〜18 日（日）＜２泊３日＞

会 場

清泉寮（公益財団法人キープ協会）

主 催

第 10 回つなぐ人フォーラム実⾏委員会 ／ 公益財団法人キープ協会

後 援

特定非営利活動法人 持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J）／
NPO 法人日本エコツーリズムセンター ／ 公益社団法人日本環境教育フォーラム
一般社団法人日本インタープリテーション協会 ／
一般社団法人日本環境教育学会 ／ 日本エコミュージアム研究会
特定非営利活動法人⾃然体験活動推進協議会 ／

協 賛
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／

１ はじめに
この度は「第 10 回つなぐ人フォーラム」にお申し込みくださり、誠にありがとうございます。
⼤変お待たせしました。事前資料をお届けします。ご出発前に必ずお読みください。
なお、この資料を受け取られた後にキャンセルされる場合は、所定のキャンセル料が発生します。
あらかじめご了承ください。

◆今回お送りした資料
・事前資料（本紙）
・ 10 分プレゼンテーション＆ 45 分プログラム一覧（1/31 現在）

◆これまでの流れ
１）
【ご本人さま】申込みフォームからのお申込み
２）
【事務局より】⾃動返信メールの送信
３）
【ご本人さま】参加費のご⼊⾦、⾷事制限有無のご連絡、JR 清⾥駅〜清泉寮の送迎お申込み、など
４）
【事務局より】参加確定メールの送信（参加費ご⼊⾦が確認できた⽅）
５）
【事務局より】事前資料（本紙）の送付

◆以下はすでに受付を終了しています
・⾷事制限のある⽅ …⾷事制限調査票のご提出
・一般参加の⽅

…10 分プレゼンテーションのお申込み

！ ご確認ください ！
●参加費のご⼊⾦
・参加費のお⽀払は、受付の混雑を避けるために、事前⼊⾦をお願いしています。
・当日現⾦をご持参くださってもお受けできかねます。また部分参加等での割引・返⾦はありません。

●参加者名簿の掲載情報
・
「ご住所（都道府県）」
「お名前」
「ご所属（一つまで）」を掲載した名簿を参加者全員に配布します。
・お申込みの際にいただいた情報を転載します。不都合のある⽅は事務局までご連絡ください。

●アレルギー等食事制限の有無
・事前にご連絡のない⽅は、当日お申し出くださってもお受けできかねます。

●JR 清⾥駅〜清泉寮の送迎希望（往路のみ／要予約）
・往路でご利⽤希望の⽅は、２月 10 日（土）10:00 までに下記 URL からご予約ください。
https://ssl.formman.com/form/pc/NApbde9keuIR0lDx/
・往路の送迎は ①便（10:30 清⾥駅発）・②便（12:10 清⾥駅発） が運⾏予定です。
・希望者多数の場合、送迎にお時間をいただく場合があります。
・復路はフォーラム最終日にご利⽤希望を伺います。
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２ 集合・受付 昼⾷はお済ませいただくか、清泉寮新館レストラン（５ページ参照）をご利⽤ください
◆受付時間：2018 年２月 16 日（⾦）12:00〜13:00（13:00 開会）
◆受付場所：清泉寮

新館フロント前

３ アクセス（電⾞） 電⾞の利⽤をおすすめします
＜ご⾃宅から会場へ（２月 16 日）＞
★東京⽅⾯から中央本線で来られる⽅は、次の列⾞が便利です（新宿までの列⾞は各⾃ご確認ください）
新宿

小淵沢（小海線に乗換）

清⾥（送迎⾞に乗換／要予約）

清泉寮

08:00（ｽｰﾊﾟｰあずさ５号）→ 09:53／09:57（小諸⾏）→ 10:22／10:30→ 送迎①便→ 10:40 頃着
09:00（あずさ９号）

→ 11:08／11:21（小諸⾏）→ 11:46／12:10→ 送迎②便→ 12:20 頃着
※送迎②便への接続時間が⻑いです。ご了承ください。

★東京⽅⾯から⻑野新幹線で来られる⽅は、次の列⾞が便利です（上野までの列⾞は各⾃ご確認ください）
上野

佐久平（小海線に乗換）

清⾥（送迎バスに乗換／要予約）

清泉寮

08:50（はくたか 555 号）→ 09:58／10:29（小淵沢⾏）→ 12:03／12:10→ 送迎②便→ 12:20 頃着
★名古屋⽅⾯から中央本線で来られる⽅は次の列⾞が便利です（名古屋までの列⾞は各⾃ご確認ください）
名古屋

塩尻（中央本線に乗換）

08:00（しなの３号）→ 09:53／10:09（普通甲府⾏）→
小淵沢（小海線に乗換）

清⾥（送迎バスに乗換／要予約）

清泉寮

10:59／11:21（小諸⾏）→ 11:46／12:10→ 送迎②便→ 12:20 頃着
※送迎②便への接続時間が⻑いです。ご了承ください。

＜会場からご⾃宅へ（２月 18 日）＞
★東京⽅⾯へ中央本線で帰られる⽅は、次の列⾞が便利です
清泉寮

清⾥

小淵沢（中央本線に乗換）

新宿

15:00（送迎⾞）→ 15:50（小淵沢⾏）→ 16:12／16:35（あずさ 26 号）→ 18:34
★東京⽅⾯へ⻑野新幹線で帰られる⽅は、次の列⾞が便利です
清泉寮

清⾥

15:00（送迎⾞）→ 15:31（小諸⾏）→

佐久平（乗換）

東京

17:07／17:31（あさま 626 号）→ 18:52

★名古屋⽅⾯へ中央本線で帰られる⽅は次の列⾞が便利です
清泉寮

清⾥

小淵沢（中央本線に乗換）

15:00（送迎⾞）→ 15:50（小淵沢⾏）→ 16:12／16:22（普通松本⾏）→
塩尻（乗換）

名古屋

17:13／18:03（しなの 22 号）→ 20:05
◆JR 小海線は運⾏本数が少ないので、乗り遅れ、乗り間違いのないようにご注意ください。
◆上記はダイヤ改正後の時刻表で調べていますが、必ずご⾃身でもご確認ください。
◆タクシーをご利⽤になる場合は、直接タクシー会社にご予約ください。
高根タクシー 0120-48-2116 八ヶ岳観光タクシー 0551-48-2025
なお、深夜や早朝の営業がない場合がありますので、必ず事前にご確認ください。
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４ アクセス（⾞） くれぐれも安全運転で！
◆会場周辺の道路は凍結や着雪に注意が必要です。⾞でお越しの⽅は、冬⽤タイヤの装着と合わせて、タイヤ
チェーンなどの滑り⽌めをご⽤意ください。
◆道路状況や渋滞によって所要時間は異なります。余裕を持ってお出掛けください。
◆清泉寮新館の宿泊者⽤駐⾞場、または、⼭梨県⽴八ヶ岳⾃然ふれあいセンター（清泉寮向かい）下の駐⾞場を
ご利⽤ください。
◆清泉寮までのアクセスや駐⾞場について、詳しくはコチラ → https://www.seisenryo.jp/access.html

５ 服装＆持ち物 最低気温－20℃の日もあり。真冬の清⾥へようこそ！
◆標高 1,400ｍに位置する清⾥高原。100ｍ標高が上がるごとに気温は約 0.6℃下がると言われています（東京
で５℃の場合、清⾥は－３℃です）
。天候によっては、日中でも氷点下ということがあります。暖かい服装
や防寒具をご⽤意ください。
◆会場から徒歩圏内にコンビニはありません（JR 清⾥駅から徒歩15 分でセブンイレブンあり、ただし会場とは逆⽅向…）
◆会場から徒歩圏内に ATM はありません（JR 清⾥駅前に⼭梨中央銀⾏ ATM あり）
服装（着替え）

・汚れても構わない、動きやすい服装をご⽤意ください。
・野外と室内の寒暖の差が⼤きいため、脱ぎ着のしやすい服装（重ね着）をおすすめします。
・以下はスタッフが野外で過ごすときの服装の一例です。
●ベース（下着） …厚手の⻑袖下着など
●ミドル（中間着）…保温性のある厚手のフリースなど
●アウター

靴

…防風・防水性のあるジャケット（上下セパレートタイプの雨具も可）

・⾰靴やハイヒールは不適です。
・厚手の靴下をご⽤意ください。靴下⽤のカイロやレッグウォーマーも有効です。

防寒具

・耳まで覆う帽子、手袋、マフラー（ネックウォーマー）など。

洗⾯⽤具・タオル類

・バスタオル、フェイスタオル、⻭みがきセットは部屋に備え付けていますが、
ご⾃分⽤がよろしければご持参ください。

ティッシュペーパー

・寒いので鼻水が出ます…。

筆記⽤具
健康保険証
常備薬

・医薬品の提供はしていません。必要な方はご持参ください。

個人的に必要なもの

・携帯電話（充電器）、名刺、カメラ、カイロ、日焼け⽌め、リップクリームなど

以下はあると便利なものです
□ 水筒・カップ

…いつも手元に飲み物を。割れにくいものをおすすめします。

□ のどあめ・マスク

…この時期の清⾥はとても乾燥しています。就寝中など喉を痛めないように。

□ 耳栓

…相部屋で周りの音が気になる⽅。

◆期間中、資料コーナーを設けます。他の参加者の皆さんにご紹介したいパンフレットやチラシなどがありま
したらお持ちください（総数約 130 名）。なお、残部はお持ち帰りください。
◆お荷物を事前に送る場合は、以下宛先までお願いします。
【〒407-0301 ⼭梨県北杜市高根町清⾥ 3545 清泉寮フロント気付 宿泊者名】
→備考欄に【2/16~18 つなぐ人フォーラム参加】と必ずご記⼊ください。
→雪などで配達が遅れる可能性があります。お届け日を前々日（2/14）またはそれ以前にご指定ください。
◆ふるさと⾃慢のお酒・お菓子など差し⼊れ⼤歓迎です！
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６ 施設・部屋
◆相部屋利⽤の⽅は、お部屋の鍵はありません。貴重品は各⾃で管理してください。
◆タオルやアメニティは部屋に備え付けていますが、ご⾃分⽤がよろしければご持参ください。
◆期間中、タオルやシーツの交換はありません。あらかじめご了承ください。
◆清泉寮の各ホールや新館ラウンジ、一部の客室では無線 LAN をご利⽤いただけます。

７ おねがい
◆プログラム中は室内野外にかかわらず、禁煙にご協⼒ください（喫煙は所定の場所で）。
◆プログラム中は携帯電話の利⽤はご遠慮ください（マナーモードの設定にご協⼒を）。
◆受付の後、顔写真の撮影をお願いしています。期間中、会場に掲示します。
◆期間中には、記録⽤に写真撮影をしています。また後日、撮影した写真を広報等に使わせて
いただく場合があります。写真の撮影及び使⽤に差し⽀えがありましたら、事前にご連絡ください。

８ 清泉寮新館レストラン 初日にランチ営業します！ 受付を済ませた後、ぜひご利⽤ください！
◆１日目（2/16）に清泉寮新館レストランのランチ営業をします（予約不要）。
メニュー 清泉寮カレー（コーヒー付）
料⾦

1,000 円（税込）

営業時間 11:00〜12:30（⼊店は 12:15 まで）
◆お⽀払はレストランでお願いします。
◆レストランへの飲⾷物の持ち込みはご遠慮ください。

９ 特典 本紙または受付で配布する名札を各館のカウンターでご提示ください
◆期間中「ポール・ラッシュ記念館」に無料でご⼊館いただけます。
清⾥開拓の⽗ポール･ラッシュの生涯と業績を当時の記録を辿りながら知ることができます。

◆期間中「やまねミュージアム」の⼊館料を割引します(320 円→270 円）。
天然記念物ヤマネの生態を紹介する、世界で唯一の博物館です。
→冬期限定！冬眠中のヤマネを特別公開しています。来館記念のピンバッチもプレゼント！

10 キャンセル
◆この資料がお手元に届いてからキャンセルをされる場合は、所定のキャンセル料をいただきます。
ご連絡をいただいた日

キャンセル料

この資料が届いた日〜2/８（木）

事務手数料として 1,000 円

2/９（⾦）〜2/14（水）

参加費の 25％

前日（2/15）

参加費の 50％

当日（2/16）及び無連絡不参加

参加費の 100％

5/7

11 スケジュール（予定） 時間や内容は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
＜１日目／２月 16 日（⾦）＞
10:40 頃 送迎①便 清泉寮 着
11:00〜12:30 清泉寮新館レストラン ランチ営業
12:00 受付
12:20 頃 送迎②便 清泉寮 着
13:00 開会式

▲開会式

13:30 オリエンテーション
14:00 休憩（10 分プレゼン実施者は準備）
14:15 10 分プレゼンテーション（途中休憩あり）
17:00 休憩／チェックイン（45 分プログラム実施者は打合せ）
18:00 夕⾷
19:50 全体会①45 分プログラム紹介＆サインアップ
21:10 交流会「つなぐ BAR」

▲10 分プレゼンテーション

23:00 終了予定

＜２日目／２月 17 日（土）＞
07:30 朝⾷
09:15 45 分プログラム 午前の部（途中休憩あり）
12:10 昼⾷（お弁当をご⽤意します）
13:20 45 分プログラム 午後の部（途中休憩あり）

▲45 分プログラム

17:20 休憩
18:00 夕⾷
19:50 全体会②2.5 時間ワークショップ紹介＆サインアップ
◆2.5 時間の使い⽅は皆さん次第。テーマと実施者は当日募集！
◆興味のあるワークショップにサインアップ！
◆規模に応じて会場を割り振ります。事務局は頑張りどころ…

21:00 交流会「つなぐ BAR」
23:00 終了予定

▲全体会

＜３日目／２月 18 日（日）＞
07:30 朝⾷
09:00 2.5 時間ワークショップ
11:30 休憩
11:50 全体会③ふりかえりとこれから

▲2.5 時間ワークショップ

12:30 昼⾷（⽴⾷パーティー）

（写真は以前のフォーラムのものです）

14:00 終了＆ 解散
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！ 10 分プレゼンテーション・ 45 分プログラム実施の方へ ！
◆10 分プレゼンテーション・ 45 分プログラムにお申込みくださり、ありがとうございます。
事務局プログラム担当者より、実施者皆さんにメールにて直接ご連絡差し上げています。
事務局からのメールが未着の⽅は、恐れ⼊りますが事務局までご連絡ください。
プログラム担当：佐藤（10 分プレゼンテーション）、村井（45 分プログラム）
◆会場や機材等については、全てのご要望にそえない場合があります。あらかじめご了承ください。
◆会場及び時間は調整中です。
＜USB メモリなどメディアを持参される⽅＞
◆メディア容量は 20MB 以内としてください。
◆PowerPoint 使⽤の⽅は、ファイル種類を Microsoft PowerPoint 2000 で保存の上、ご持参ください。
異なる種類のファイルの場合、正常に起動しません。会場の PC の都合上、ご協⼒お願いします。
＜PC 等を持参される⽅＞
◆Mac やタブレット端末、スマートフォンを使用の場合は、プロジェクタとの接続ケーブルをご持参ください。
◆会場で使⽤するプロジェクタは HDMI には対応していません。
◆お持込の機材が期間中に破損・故障した場合、責任は負いかねます。

◆最新情報は Facebook「つなぐ人フォーラム」をご覧ください！
・会場周辺の様子や事務局風景なども随時投稿しています。

◆事前資料はホームページからも閲覧できます http://www.keep.or.jp/about/kankyo/forum/
・昨年度（第９回）の報告書も合わせてご覧ください

最後までお読みくださり、ありがとうございました。
皆さんのお越しをお待ちしています。
どうぞよろしくお願いします。

お問合せ先
第 10 回つなぐ人フォーラム 事務局（公益財団法人キープ協会 環境教育事業部 内）
〒407-0301 ⼭梨県北杜市高根町清⾥ 3545
TEL

0551-48-3795（キープ協会 環境教育事業部／09:00〜17:00）

FAX

0551-48-3228

E-mail eventee@keep.or.jp
担当

本田（ほんだ）
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