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親子で 
参加しよう！

詳しいご案内や注意事項、申込・問い合わせ先などについては裏面をご参照ください。 ▶

9:00

〜

〜
13:30

16:00

集合・受付（菅平高原パインビークエリア・宿泊施設）
開会、オリエンテーション（スケジュールの説明、スノーシュー準備など）

朝食▶チェックアウト

解散
開催場所：宿泊施設内会場

今泉忠明先生による
「いきもの」「自然」をテーマにしたトークショー

ご宿泊

フィールドワークA班 自由時間B班

フィールドワークB班

プチ・ホテル ゾンタック

自由時間A班

9:30

12:00

11:30

ツアースケジュール

9:30
〜

12:00

2/ 5 1日目土

2/ 6 2日目日

長野県上田市菅平高原 1223-3930
・宿泊のお部屋は参加グループごと、2～4名様1室にてご準備いたし
  ます。（部屋割りのご指定は承れません）
・〈夕食／朝食〉バイキング（変更になる場合があります）

スノーシュー散策 クラフト教室

※フィールドワークで用具をレンタルされた方は
　そのままご使用いただけます。

●  参加費：1,500円（1人あたり・税込）
●  菅平高原（宿泊施設周辺）を
　インタープリターと一緒に散策

●  参加費（材料費含む）：1,500円（1人あたり・税込）
●  宿泊施設内会場にてドリームキャッチャー、
   小枝のストラップなどを作ります。

フィールドワーク
2/ 5 土

自由時間2/ 5 土
※自由時間中にかかる費用は各自負担

●  スノーシューを装着しチーム毎（班からさらに少数のチーム分けを行います）に出発！
●  雪原や森の中を、インタープリター（自然ガイド）と一緒にフィールドサインや、
　冬芽、動物の足跡、野鳥などを観察しながら散策します。
●  散策途中で、今泉先生から観察方法などのレクチャーがあります。
●  最後に振り返り（発見の共有など）を行います。

●  菅平高原で、スキーやそり遊びなどをお楽しみください。

B班 13:30～16:00A班 9:30～12:00

【開催時間】 B班 9:30～12:00A班 13:30～16:00

◎旅行代金に含まれるもの
　・宿泊費（1泊2食付き）  ・フィールドワーク体験費用（ガイド料等）
　・トークショー参加費用
◎旅行代金に含まれないもの
　・スノーシューレンタル料  ・防寒装備（スキーウェア、手袋、帽子、スノーシューズなど）
      ※スノーシューズが無い場合はスノーボードブーツでも代用可能です。
　・1日目の昼食  ※1日目の昼食はお弁当などを各自ご持参ください。
　・1日目集合前（朝）および2日目解散後（昼・夕）の食事
◎レンタル料（オプション ※別途各自負担、おとな・こども同額、事前申込・当日集金）
　・スノーシュー：1,500円  
　  ※足のサイズの小さなお子様には、小さなお子様には歩きやすい
　　    「和かんじき」をレンタルさせていただく場合があります。
　・スノーボードブーツ：1,000円（各料金は1人あたり・税込）
　　※ツアー当日の自由時間にもご使用いただけます。
　   ※ご希望の方は、参加申込時に質問回答欄に普段の靴サイズ（㎝）をご入力ください。

【集合時間・場所】 

9:00
長野県上田市菅平高原 パインビークエリア・宿泊施設

2月5日（土） 

◎参加人数／親子（成人保護者1名＋こども）限定40組（最大80名）
◎参加記念品／イベント特製デザイントートバッグ、スケッチブック

令和4年 2/ 5 土 6 日
1泊2日

集合！

●  今泉忠明先生による「いきもの」「自然」をテーマにしたトークショー

9:30～11:30
【会　   場】宿泊施設内会場
【開催時間】

今泉忠明先生によるトークショー今泉忠明先生によるトークショー
2/ 6 日

今泉忠明先生

冬の菅平高原に、日本を代表する動物学者・今泉忠明先生を迎え、
先生と共に冬の森を探検し「いきもの」の冬の暮らしを観察するフィールドワークや、

先生による「いきもの」・「自然」をテーマにしたトークショーを開催！

www.go-nagano.net

PCやスマホから申込受付・旅行代金支払ができます
振込手数料不要のクレジットカード（VISA・Master）支払

Go NAGANO ツアー 検索

主 催 / 冬のけもの塾 in 菅平高原 2022 実行委員会
（（一社）長野県観光機構、けもの塾、（株）高橋書店、SBC信越放送（株）、NPO法人やまぼうし自然学校、（一社）菅平高原観光協会、上田市）

協 力 / 筑波大学山岳科学センター　　後 援 / 須坂市教育委員会　　旅行企画・実施/（一社）長野県観光機構

現地集合解散・1泊2日ツアー（募集型企画旅行） ※事前申込必要

【旅行代金（1人あたり・税込・宿泊２～４名 １室利用）】
おとな（中学生以上）19,800円 
こども・・・・（小学生）18,800円   （未就学幼児）16,800円
※2歳以下の幼児（食事・寝具・体験・その他旅行サービスが一切不要な場合）は同伴無料

【最少催行人員】 20名（最大募集定員80名）
【添乗員】 同行しませんが、現地係員がご案内します。
【申込期限】 出発日の7日前まで
　　　　　　　　（定員に達し次第、募集を締め切りますのでお早めにお申し込みください。）

令和4年

12:00
〜

13:30
自由昼食・お弁当や飲み物などを各自にてご持参ください。

・場所は宿泊施設内会議室をご用意しております。  

【開催時間】

参加申込はこちら！

・参加人数に応じて、班分け（参加グループ毎）を行います。

やまぼうし自然学校主催オプショナルプラン（当日申込・当日集金）

スノーシュー
（イメージ）

（詳しくは以下QRコードからWEBサイト募集受付ページをご参照ください。）

（こどものみ）



今泉忠明先生プロフィール アクセス

●マイカーやレンタカーでお越しの方
（集合場所までの往復の交通手段については各自手配・各自負担）

東京駅（6:28発）→〈はくたか551号〉→上田駅（7:52着）
→上田駅バス停(お城口側／8:15発)→〈上田バス菅平行き〉
→リゾートセンター(9:01着 ツアーへ合流）

上信越自動車道・上田菅平ICより車で約30分
　　　　〃　　   須坂長野東ICより車で約40分

●公共交通でお越しの方
北陸新幹線上田駅より路線バスで約46分

※公共交通でお越しの方は、ツアー中の菅平高原内での移動についてはご相談ください。

※駐車場はご宿泊施設の駐車場をご利用ください。

【参考】

www.go-nagano.net

PCやスマホから申込受付・旅行代金支払ができます
振込手数料不要のクレジットカード（VISA・Master）支払

Go NAGANO ツアー 検索

1944年、動物学者の今泉吉典の二男として、東京都杉並区阿佐ヶ谷
に生まれる。
父親、そしてその手伝いをする兄の影響を受けながら、動物三昧の子
供時代を過ごす。水生生物に興味を抱き、東京水産大学（現・東京海洋
大学）に進学。卒業後、国立科学博物館所属の動物学者として働く父
親の誘いを受け、特別研究生として哺乳類の生態調査に参加し、哺乳
類の生態学、分類学を学ぶ。その後、文部省（現・文部科学省）の国際生
物学事業計画（IBP）調査、日本列島総合調査、環境庁（現・環境省）の
イリオモテヤマネコ生態調査などに参加。上野動物園動物解説員、
（社）富士市自然動物園協会研究員、伊豆高原ねこの博物館館長、日本動物科学研究所所長な
どを歴任。主な著書に「誰も知らない動物の見方～動物行動学入門」（ナツメ社）、「巣の大研究」
（PHP研究所）、「小さき生物たちの大いなる新技術）（ベスト新書）、「ボクの先生は動物たち」
（ハッピーオウル社）、「動物たちのウンコロジー」（明治書院）、監修書に「世界の危険生物」（学研
教育出版）、「なぜ？の図鑑」（学研教育出版）、「ざんねんないきもの事典」（高橋書店）ほか多数。

●  当日の天候により、フィールドワークおよび自由時間、トークショー等の
開催時間を変更します。（1日目午前・午後、または2日目午前など）予めご
了承ください。

●  当ツアーは居住地によるご参加の可否を制限するものではありません。
但し、参加希望の方がお住まいの都道府県、県内市町村において、緊急事
態宣言又はそれらに類する感染警戒レベルに伴う移動の自粛要請が有
る場合は、当ツアーへのご参加はご遠慮ください。

●  今泉先生は首都圏からお越しになりますが、2度のワクチン接種、並びに
来県直前の抗原検査を行い参加される予定です。

●  当ツアーの感染拡大防止の面での催
行可否については時期に関わらずコ
ロナの感染拡大状況により判断しお
知らせいたします。

●  受付時に体調確認（14日前からの「健康管理チェックシート」のご提出、体
温計測）をさせて頂きます。発熱（37.5℃以上）や感染の疑いがある症状
の方は参加を遠慮していただきますのでご了承ください。
「健康管理チェックシート」は参加申込受付後にメール添付にて送信いた
します。お客様各自にて印刷してご記入ください。                    

●  参加中に体調不良になった場合は速やかに最寄りの保健所や医療機関
に相談、受診してください。                                               

●  利用施設では手洗い、うがいをこまめに行ってください。                                                                    
●  参加中はマスクの着用をお願いします。                                                                            
●  ツアー終了後、2週間以内に新型コロナウィルス陽性と診断された場合、
事務局までご連絡ください。

●  事務局では感染者発生時に備え、参加者の連絡先情報を保管します。                      
●  上記以外感染症対策につきましては、長野県が発表している「イベント開
催時に必要な感染防止策」およびNPO法人やまぼうし自然学校が定める
「新型コロナウイルス感染予防対策について」に基きます。

お問合せ〈旅行企画・実施〉
長野県知事登録旅行業2-436号

（一社）長野県観光機構 ☎026-219-5272
担当:三井･金子　担当者不在の場合は折り返しご連絡いたします。
総合旅行業務取扱管理者：三井猛司　〔(一社)全国旅行業協会会員〕
〒380-0936 長野県長野市中御所岡田町131-4　Fax026-219-5277　✉dmo@nagano-tabi.net
営業時間　平日9:00～17:00　土日祝祭日および年末年始(12/29～1/3)休業

この旅行は一般社団法人長野県観光機構(以下｢当社｣といいます)が企画･実施するものです。
この旅行条件は当パンフレットに記載されている条件のほか、当社ホームページに掲載している旅行
条件書(全文)、当社旅行業約款(募集型企画旅行の部)及び別途お渡しする最終行程表によります。

【旅行のお申込み及び契約成立】 当社の定めた必要事項を記入した申込書にて店頭にて申し込みを
行う他、ファックス、郵便、電話及びインターネットその他の通信手段による旅行申し込みを行い(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あります。)、当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します。なお、お申込金は旅行代金のお支払いの際差し引かせてい
ただきます。
｠
【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、食事代、体験料、ガイド代、消
費税等諸税の他、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。
｠
【取消料】 旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し
受けます。｠

【特別補償】 当社は、当社の故意又は過失の有無にかかわらず、当社約款特別補償規定により、お客様
が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害
につきましては補償金及び見舞金をお支払いします。ただし、その損害がお客様の故意、酒酔い運転、疾
病等のほか、旅程に含まれていない場合で、自由行動中の危険な運動中の事故によるものであるとき
は、当社は上記の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
｠
【旅行条件の基準】 この旅行条件は令和3年12月1日を基準としています。

【国内旅行保険への加入について】 旅行中万一不慮の事故等によりお客様が怪我をされた場合、あるい
は携行品が損害を被った場合等に備え、当社ではお客様の安全の確保と利便の増進を図る一助として
全旅協旅行災害補償制度を手配しております。ただし、ご旅行中には、病気、怪我により多額の治療費、
移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変
困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身でも充分な額の国内旅行保険に加入
することをお勧めします。
｠
【個人情報の取扱いについて】 当社は、旅行申し込みの際に提出され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、お客様がお申込み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。その他、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当
社のホームページをご確認ください

取消料
(旅行代金の
右記％)

旅行開始日の前日から起算して

21日前以降の
解除

7日前にあたる日
以降の解除

旅行開始日の
前日の解除 当日の解除

旅行開始後の
解除または
無連絡不参加

50% 100%40%30%20%

ご旅行条件書（抜粋）
お申し込み後、当社ホームページに掲載の旅行条件書(全文)の内容を十分にご確認ください。

ご案内と注意事項
◎スケジュールと参加中の移動手段について

◎感染症対策

●  フィールドワーク中、関係団体や関連事業者が発信するSNS、ホームペー
ジ等に掲載する写真や動画を撮影する場合があります。また、ツアー1日
目はSBC信越放送による取材・撮影（長野県内向け報道用）が予定され
ています。写真や映像に映ることを希望されないお客様はツアー当日集
合の際にお申し出ください。 

◎関係者による写真および映像撮影について

参加申込はこちら！

長野県感染防止策
やまぼうし
感染予防対策

※現地係員がご案内します。


