
 

 

  

 申込方法 

参加申込書の必要事項を記入して、FAX または e-mail にてお申し込みください。(応募多数の場合、先着順とさせていただきます。) 

 

 参加費用 
500円 

 保険代を含みます。当日お支払いください。 

 1 日目の昼食および夕飯時の酒類は料金に含みません。 

 場所 
いわなの郷 芝生広場 
 （福島県双葉郡川内村大字上川内字炭焼場５１６） 

 当日は 12 時 00 分までにいわなの郷（体験交流館窓口）にお

越しください。 

 休日コースをご希望の方は郡山駅で送迎を予定しています。 

 チェックアウトは翌日 11 時頃を予定しております。 

いわなの郷再開発プロジェクト  

冬キャンプ（1 泊 2 日）の体験モニター参加者募集！！ 

川内村にある「いわなの郷」にて、村の名産品を味わい、冬ならではの様々な体験メニュー（星空観察など）をご用意してお待ちしています！ 

 主催 
川内村産業振興課 
e-mail：syoukou@vill.kawauchi.lg.jp 

いわなの郷再開発プロジェクト 冬キャンプの体験モニター参加申込書 （参加を希望する日の 5日前までにお申し込み下さい） 

住所 
〒 参加 

人数 

大人                     人 

小人（小学生以上に限る）           人 

氏名 

フリガナ 
性別 

 

希望コース 
裏面を参照のうえ 

ご記入ください 

宿泊 

希望日 
 

 年齢 
 宿泊 

方法 
テント ・ キャンピングカー 

電話番号 
※連絡のとれる電話番号をご記入ください。 備考 

※休日コースをご希望の方で郡山駅までの送迎を希望する方は、その旨をご記入下さい。 

郡山駅での集合時間・待ち合わせ場所は別途ご案内いたしますので連絡先を正確にご記入下さい。 

e-mail  

 

 コース(詳細は裏面をご覧ください) 
１．休日コース 
川内村ならでは食事や様々なアクティビティを体験できます。 

２．平日コース 

平日は宿泊場所と食事のみの提供となります。 

体験メニューの提供はいたしません。 

 宿泊方法 
テント または キャンピングカーから選択 

※テントは 8組、キャンピングカーは 2組まで体験可能です。 

※入浴は近傍にある「かわうちの湯」のご利用が可能です。 

（送迎可） 

実施期間：平成 29 年 1 月 14 日（土）から 1 月 29 日（日）※左記のうち月曜日と火曜日は開催しません。 

募集定員：1 日 20 名まで  

 FAXの場合 0240-38-3236まで 

以下の参加申込書をお送り下さい。 

 e-mailの場合 kawauchi-hotel@bird.ocn.ne.jpまで 

メール本文に以下の必要事項をご記入の上送信して下さい。 

 申込み先・お問い合わせ先 
ビジネスホテルかわうち（株式会社あぶくま川内） 
〒979-1201 福島県双葉郡川内村大字上川内字町分３９４ 
TEL：0240-38-3181  FAX：0240-38-3236  e-mail：kawauchi-hotel@bird.ocn.ne.jp 

お問い合せ先・申込み 



 

 実証実験の主旨と開催日 
川内村では、「いわなの郷再開発プロジェクト」

として、体験型観光施設である「いわなの郷」を、

滞在型の観光施設（手ぶらでも泊まれるキャンプ

場）としてリニューアルすることで、観光面にお

いて交流人口を増加させるなど、村全体の活性化

につなげていきたいと考えています。 

今回の冬キャンプ体験を通じて、村のことを知

ってもらい、村の良いところやいわなの郷の将来

についてご意見を頂き、語り合う場にしたいと思

います。今回頂いた意見を踏まえ、村の活性化や

いわなの郷のリニューアルの取組を行っていきま

すので、ぜひ本実験にご参加ください。 

 キャンプ期間中に体験できる様々なメニュー 
川内村で手に入る材料や村内にいる名人から、直接みなさんにレクチャーします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 注意事項 

· 1泊 2日分の着替え、タオル、歩きやすい靴、雨具などは各自でご用意ください。 

· 期間中は、大変な冷え込みが予想されます。防寒具（ダウン素材のジャケット、フリース、手袋、帽子など）を必ずご用意ください。 

· テント、テントマット、シュラフ、ランタンはお貸しいたします。各自で用意する場合は備考欄にご記入下さい。 

· 万一の事故に備えて、参加者は野外活動の傷害保険に加入していただいております。当日は必ず健康保険証（またはコピー）をご持参下さい。 

· 指導者の指示、指導に従わないことによって発生した事故については、その責を負いかねますので、予めご了承ください。 

· ご自身のお持ちになった備品、遊具が原因による事故に関しては、責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

· 体験プログラムは、安全第一の下、天候その他の理由により中止あるいは一部が変更される場合があります。 

· 期間中は、体験キャンプの感想などを把握する目的でアンケート調査を実施するとともに、記録のため写真撮影・映像等を撮影します。 

 食事 
夕飯時には、川内村の特産品をふんだんに使った料理を囲んで、星空の下で村の良いところ・好きなところや、いわな

の郷の将来などについてみんなで一緒に語り合いましょう。 

1日目 2日目 

昼食：いわなの郷内に幻魚亭でお召し上がりください。（参加費用には含みません。） 朝食（いわなの郷内の幻魚亭にて提供予定） 

 いわなの寒風干し 

 豆腐とキノコのお味噌汁 

 白米 

 自家製漬物 など 
※平日コースはビジネスホテル川内にて別メニューの提供となります 

夕食 

 ＢＢＱ川内スタイル 

(スモーク・ステーキ＆ソーセージ、旬の野菜盛り合わせ、マシュマロ) 

 川内ピザ 

(村の名産品であるいわな、野菜、そば粉を使った生地をその場で焼き上げます)など 

※食事が不要の方は備考欄にその旨をご記入ください。 

※参加費用には含まれませんが、アルコール類（蕎麦ビール、梅ワイン、ワインなど）もございます。 

※食品アレルギーがある方は、備考欄にその旨をご記入ください。 

コース 宿泊日 体験メニューの内容 

休日コース 

（全 3回） 

・ 1月 14日(土) 自然系：薪割り体験と火おこし体験、森林散策と鳥の巣箱づくりなど 

・ 1月 21日(土) 創作系：ランタンづくり、スーパー竹とんぼの製作など 

・ 1月 28日(土) 料理系：燻製作り、蕎麦打ち体験など 

平日コース 

（全 6回） 

・ 1月 18日(水) ／19日(木) ／20日(金) 

・ 1月 25日(水) ／26日(木) ／27日(金) 
体験メニューはございません。 

 

 アクセス 

【車】 

東京から常磐自動車道経由で約 3時間 30分

（256km） 

【公共交通機関】 

東京駅から山形新幹線・磐越東線・バスで 

3 時間 41 分 

 
 実証実験開催日一覧 

コース別に宿泊日を 

設定しております。 

宿泊希望日をお知らせ下さい。 

月 火 水 木 金 土 日 
     14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
 
 

冬の夜を暖かく照らすラ
ンタン。自分だけのオリ
ジナルランタンを製作し
て、夜のいわなの郷をお
洒落な暖かい光でいっぱ
いにしましょう。 

冬の朝ならではの澄んだ空気
を胸いっぱいに吸い込みなが
ら森林散策をします。 
森の木には、巣箱を仕掛ける
ことも可能です。 
春になったら仕掛けた巣箱を
見にぜひ再訪してください。 

川内村の定番体験メニ
ューです。 
ご自身でそば粉をこね、
延ばしてから、包丁で切
って作ります。打った蕎
麦をお召し上がりいた
だくことも可能です。 

森林散策と鳥の巣箱づくり 蕎麦打ち体験 

燻製作り スーパー竹とんぼの製作 

ランタンづくり 

薪割り体験と火おこし体験 
都会では体験できない「薪
わり」の体験です。 
インストラクターがつい
てサポートします。 
割った薪は夕飯の時に利
用することも可能です。 

高さ 10ｍまで高く飛ぶ
スーパー竹とんぼを作
って家に持ち帰ればお
子さんも大喜び。 
製作は、インストラク
ターが指導します。 

燻製は、釣った魚や獲
った肉などを長く保存
することを目的として
います。 
いわなやソーセージな
どを燻し、香ばしさや
味わい深さを存分に体
験して頂けます。 

自然系 創作系 料理系 

 自然系 
 創作系 
 料理系 
 体験メニューなし 

 
 


