丹沢大山国定公園・県立丹沢大山自然公園

神奈川県立秦野ビジターセンター

団体利用案内

神奈川県立秦野ビジターセンター
〒259-1304 秦野市堀山下 1513
TEL：0463-87-9300 FAX：0463-87-9311
ホームページ：http://www.kanagawa-park.or.jp/tanzawavc/
開館時間 ９：００～１６：３０
休 館 日 年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
〈指定管理者〉公益財団法人 神奈川県公園協会

令和 2 年 4 月以降
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プログラム案内
秦野ビジターセンターは、丹沢大山国定公園・県立丹沢大山自然公園を紹介しています｡
周辺には丹沢の山々が間近に迫り、水無川が流れ、水辺から山までの多種多様な自然を観
察することが出来ます。
丹沢を身近に感じてもらうため、自然とふれあうプログラムを提供しています。
利用内容によっては有料となります。P.4 の料金表をご覧ください。
人数は目安です。人数が多い場合にはご相談ください。（団体＝10 名以上）
対応時間は、開館時間内（９時～１６時３０分）になります。

１．無料プログラム
１－１．屋内プログラム
◆自由見学
館内展示の自由見学
【所要時間】１５分～１時間程度
・ワークシートのご利用も可能です。
事前に原本をお渡ししますので、印刷は団体側でお願いします。
・筆記用具は各自でお持ちください。
・5～10 分程度の簡単な丹沢の紹介等も可能です。
＜館内展示を見学する小学校団体＞

◆スライドトーク

秦野ビジターセンターオリジナルのスライドショー等で､丹沢の自然についての紹介
【所要時間】約３０分
【対応人数】１部屋分：1 回 最大約 30 名
２部屋分：1 回 最大約 70 名
＊人数が多い場合は、いくつかのグループに分かれ、
自由見学と交互に実施することが可能です。

【 内

【 場

容 】いくつかのテーマがあります。(幼児も対応可)
・丹沢の紹介
・丹沢登山
・丹沢の生きもの
・森と水
など
予約時に目的にあったテーマを決めてください。
所 】秦野戸川公園パークセンター２階多目的ルーム

＜スライドトークの様子＞

１－２．野外セルフガイドプログラム
セルフガイドシートを使った自然とふれあう野外活動
【所要時間】１～２時間程度
【対応人数】10～80 名程度
＊参加者 10～30 名に 1 名以上の団体側スタッフが必要です。
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【対

象】小学生・中学生向け

【活動場所】ビジターセンター周辺（秦野戸川公園 自然観察の森など)
【内

容】
自然と触れ合い学ぶ事のできるセルフガイドシートをご用意します。
まず、ビジターセンタースタッフが出発前に 15 分程度のレクチャーを行い、丹沢の
紹介や観察のポイント、セルフガイドシートのヒント等をお伝えします。その後、団体
の皆様がセルフガイドシートを用いて自然の中を観察します。
セルフガイドシートを使うことによってガイドがいなくても、「気づき」や「発見」
を促す効果があります。
＊ワークシートの原本をお渡ししますので、印刷は原則団体側でお願いします。
（ビジターセンターで印刷する場合は有料となります。白黒 1 枚 10 円）

２．講師つき有料プログラム
２－１．屋内プログラム
◆図鑑づくり
【所要時間】1 時間程度
【対応人数】1 回最大 20 名
【対
象】小学生以上（未就学児は応相談）
【内
容】・葉っぱ図鑑づくり：丹沢山麓を中心に観察できる樹木の葉を使い、
オリジナルの「葉っぱ図鑑」を作ります。
・動物足あと図鑑づくり：丹沢にくらす哺乳類を学び、オリジナルの
「足あと図鑑」を作ります。
＊詳細はお問合せください。

２－２．野外自然体験
ガイド付きの自然とふれあうことを目的とした
野外での活動 ※７､８月は実施しておりません。
【所要時間】 ・2 時間程度
・一日
【対応人数】野外解説：10 名～15 名程度（ガイド 1 人）
【 内

＜野外で生きもの観察をする様子＞
ワークシート利用：10 名～80 名（ガイド 1 人）
容 】活動目的・年齢に合わせて実施します。
自然の中を歩きながら発見したものなどを観察し、丹沢の自然について楽しく

ご紹介します。※人数や対象によって対応可能なプログラムが異なります。
【活動場所】ビジターセンター周辺や近くの登山道など
2 時間程度：林道（往復約 3km 程度）、秦野戸川公園自然観察の森 など
一日：大倉高原山の家コースなど、他、応相談。
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２－３．その他
◆地図の読み方講習
【所要時間】1 日
【対応人数】最大 15 名
【対
象】高校生以上
【内
容】安全登山のために、地図の読み方とコンパスの使い方の基本を、屋内とビジ
ターセンター近くの屋外で実践しながら学びます。
詳細はお問合せ下さい。

◆出張レクチャー
学校、公民館などで、スライドトークを実施します。まずはご相談ください。
※上記メニューにないプログラムをご希望の場合はご相談ください。

★料金表

※利用料金のお支払いは、現金払い（当日）あるいは、口座振込（後日）でお願
いします。領収書を発行することも可能です。

活動内容

対

象

料

幼稚園・学校（小・中学校）主催行
野外自然体験
（2 時間程度）

3,000 円／ガイド１人

事
上記以外一般（10 名以上）

6,000 円／ガイド１人

幼稚園・学校（小・中学校）主催行
（一日）

図鑑づくり
地図の読み方
講座

9,000 円／ガイド１人

事

野外自然体験

上記以外一般（10 名以上）
小学生以上

1 回最大 20 名

（未就学児は応相談）
高校生以上

最大 15 名

金

18,000 円／ガイド１人

2,000 円/1 回 ＋ 材料代等 50 円/1 人
36,000 円／ガイド 2 人＋資料代等

幼稚園･学校（小・中学校）主催行事

9,000 円／ガイド派遣１人
※秦野市内の学校は免除

出張レクチャー
上記以外一般（10 名以上）

18,000 円／ガイド派遣１人

＊料金につきましては直接ご確認下さい。
＊幼稚園・学校主催行事：ＰＴＡ活動、教員研修などは含まれません。
＊振込をご希望の場合は、実施後に請求書をお送りいたします。
＊出張レクチャーの「所要時間」には移動時間を含みます。交通費は別途請求となります。
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お申込み方法
①仮 予 約・・ 電話または来館にて問い合わせ､日程調整
②本 予 約・・ 団体申込書の提出（FAX・来館・郵送にて）
＊申込みは原則として、利用日の前月 20 日までにお願いします。
＊仮予約後はなるべく早めに本予約（団体申込書の提出）をお願いします。
＊団体予約が集中した場合や行事などのために、お断りすることがあります。

③予約確定・・ 承認印を押した団体申込書の返送
＊キャンセルの場合には必ず早めにご連絡をお願いします。
連絡のないキャンセルの場合、以降の申込みをお断りする場合があります。

※ご注意
＊指導者・引率者はプログラム中も参加者と一緒に行動してください。
＊野外プログラムをご利用の団体は、原則として、団体側で下見（安全確認・コー
ス確認）を行ってください。また、雨天時の対応についてご検討ください。
＊団体側スタッフの方も体調確認、安全面の注意を責任をもって行ってください。
＊野外活動時には、救急セットをご用意ください。
＊保険は団体側で加入してください。

駐車場のご利用について
＊県立秦野戸川公園の駐車場をご利用ください。
＊大型バスでお越しの際は、予約が必要です。秦野戸川公園パークセンターへ必ず予約を入れて
ください。
（秦野戸川公園パークセンター TEL：0463-87-9020）
＊料金：普通車

1 日(平日 200 円､土日祝日 530 円) ２時間まで(平日 100 円､土日祝日､夏季 320 円)

中型以上 1 日(平日 410 円､土日祝日 850 円) ２時間まで(平日 310 円､土日祝日､夏季 630 円)

その他
＊野外での注意事項

～ヒル・スズメバチに注意！～

・周辺には、春から秋にかけてヤマビルが発生します。夏から秋にかけてスズメバチが出現します。
※ヤマビル対策 ：塩やヤマビルガードスプレー(ビジターセンターでも販売中)などを用いて
防除してください。
※スズメバチ対策：香りのあるものによってくるので、香水などは付けないでください。
※服装：長そで・長ズボン・長靴下（ズボンのすそを入れることでヤマビル対策にもなります）
・帽子・タオル（首にまく） ＊服装はスズメバチ防除のため、白っぽいものをお勧めします。

＊野外で昼食をとれる場所
・好天の場合：秦野戸川公園内の河原や芝生の上など
・雨天の場合：秦野戸川公園パークセンター2 階会議室や休憩室など（※ビジターセンター館内は飲食禁止）
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