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戸隠ガールスカウトセンター 

2015 年度 夏期プログラム利用要項 

 

１．趣旨 

戸隠の美しい自然の中で、全国から集った仲間や戸隠の人々との交流を通して得る体験

を、日常生活のさまざまな場面で生かすことができるようになることを目的とし、参加

者自らが、「夏期プログラム」という一つの事業を創り上げていく。 

 

２．利用対象 

①都道府県連盟、団もしくは会員引率によるグループ 

②国や地方自治体が事業補助している社会教育団体 

③会員の紹介により日本連盟が認めるグループ 

ⅰ）ガールスカウト会員が引率し、会員あるいはその家族、友人により構成す

るグループ 

ⅱ）ガールスカウト教育への理解があり、戸隠ガールスカウトセンターの利用

ルールのもと野外活動・野外教育を行うグループ 

 

注 1：利用者決定においては、上記①の「都道府県連盟、団もしくは会員引率による

グループ」を優先します。 

注 2：業務で同行する方（例：バス乗務員）の宿泊は、男女を問わず、別途外部の宿

泊施設をご手配ください。（戸隠・越水地区のペンションや中社地区の旅館等） 

〔参考〕戸隠観光協会・宿泊ガイド http://www.togakushi-21.jp/active/stay/ 

注 3：男性の利用については次のとおりです。 

ア）男性の利用： 

ⅰ） 会員もしくはそれに準ずる方（育成会の方等）・会員の家族 

ⅱ） ガールスカウト教育への理解のある団体およびグループが主催する教

育的なプログラムに参加する方 

イ）男性の舎営： 

・センター内の指定場所（ベアコテージ）での宿泊となります。ベアコテー

ジの定員は 5人です。申込多数の場合はご相談させていただきます。 

・研修棟宿泊室を 1 つのグループが単独で利用する場合は、男性の研修棟宿

泊の希望（例：家族での同部屋利用など）を承りますので、事務局にご相

談ください。 

・母親の付き添いが必要な男児（乳幼児等）は、母親と同室で宿泊できます。 

http://www.togakushi-21.jp/active/stay/
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３．利用期間 

① 2015年度夏期 

2015 年 7月 18日（土） ～ 8月 31 日（月） 

※次の期間は舎営・野営とも満員につき宿泊利用はできません。 

期 間 内 容 

8 月 2日（日）～8月 5日（水） 
日本連盟主催事業につき、舎営・野営とも宿泊利

用の受付なし 

8 月 7日（金）～8月 10 日（月） 県連盟利用により舎営・野営とも満員につき、宿

泊利用の受付なし 8 月 14 日（金）～8月 17 日（月） 

上記のほかに、舎営の空きが少ない日があります。詳しくは、日本連盟公式ホームペ

ージの空き状況 http://www.girlscout.or.jp/members/all/togakushi/ をご参照いただくか、

日本連盟事務局までお問合せください。 

 

※次の期日の宿泊料は、春期・秋期宿泊料を適用します。 

期日 内 容 

●7 月の金曜日を除く平日 

7/21（火）7/22（水）7/23（木） 

7/27（月）7/28（火）7/29（水）7/30（木） 

野営・研修棟宿泊室・ベアコテージを利用の

場合、適用します。 

料金は春期・秋期利用要項をご参照ください。 

※キャビンについては、別途相談 

 

② 2016年度夏期 
2016 年 7月 16日（土） ～ 8月 31 日（水） 

※次の期間の宿泊利用については、ご注意ください。 

期 間 内 容 

8 月 7日（日）～ 8月 10 日（水） 
日本連盟主催事業につき、宿泊場所・共有場所の

利用に一部制限、または利用できません 

8 月 11 日（木）～ 8月 14 日（日） 
県連盟利用により舎営は満員につき、宿泊利用の

受付なし（野営宿泊は可能） 

 

③ 2017年度夏期 
2017 年 7月 15日（土） ～ 8月 31 日（木） 

※次の期間の宿泊利用については、ご注意ください。 

期 間 内 容 

8 月初旬（期間未定） 
日本連盟主催事業につき、宿泊場所・共有場所の

利用に一部制限、または利用できません 

http://www.girlscout.or.jp/members/all/togakushi/
http://www.girlscout.or.jp/members/all/togakushi/
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４．宿泊施設・場所 
 

宿泊形態 定 員 備 考 

野 営 
テント 400 人 

 

・家型テント 

（8 人用 84 張、5人用 34 張） 

・ドーム型（31 張） 

床付きテント

（固定） 

5 人用×3張 

7 人用×1張 

夏期のみ常設 

舎 営 
キャビン 最大 25人×2 棟 

 

（通常 20 人以上で 

単独利用を受付） 

・備付けの寝袋と毛布があります。 

・各棟に大部屋（約 16畳）と小部
屋（約 7畳）があります。 

・混雑時は他グループと共同での

利用をお願いすることがありま
す。 

研修棟宿泊室 定員 46人 

（46 ベッド） 

・2 人部屋 8 室と 6 人部屋 5 室が
ありますが、ベッド数をお申込
みください。 

・混雑時は相部屋をお願いするこ
とがあります。 

ベアコテージ 男性用 

定員 5 人（5 ベッド） 

相部屋をお願いすることがありま

す。 

  ※400人に満たないグループは、原則として他のグループと共同の利用となります。 

 

５．申込手続き 

① 宿泊利用 

●2015年度利用 
 項 目 締切日等 備 考 

① 申込み締切 

 

2015年 

5月 20日（水） 

＜先着順＞ 

・申込書用紙は、日本連盟までご請求いただくか、

下記URL からダウンロードしてください。 

http://www.girlscout.or.jp/members/all/togakushi/  

・利用の希望日を第 3希望までご記入ください。 

② 100 人以上宿泊の

グループ 

人数仮決定① 

利用日の 3ヵ月

前 

 

利用日 3ヵ月前の人数を基準として、8日前まで、 

1人 200円のキャンセル料が発生します。 

★ 事前研修 

 

5 月 30 日（土）

～5月31日（日） 

1泊 2日 予定 

場所：戸隠ガールスカウトセンター 

参加対象：2泊以上の利用グループまたは今後の利

用を検討しているグループ 

③ 人数仮決定② 6 月 16 日（火） この時点の宿泊人数仮決定と食堂仮申込をしてくだ

さい。（手続き等の詳細は、事前研修で説明） 

④ 人数確定 利用日の 1週間

前 

この人数を基準として、1人あたり 1,000円の 

キャンセル料が発生します。 

※1 泊 2 日の利用グループは、申込締切日後（5 月 20 日）から、利用 1 ヵ月前まで、施設の空き

状況によっては利用を受け付けますので、事務局にお問い合わせください。 

http://www.girlscout.or.jp/members/all/togakushi/
http://www.girlscout.or.jp/members/all/togakushi/
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●2016年度利用 

 項 目 締切日等 備 考 

① 申込み ＜先着順＞ ・1泊の宿泊者が 100人以上のグループおよび都道

府県連盟の申込みは、先着順で受付中です。 

・宿泊者 100 人未満のグループは、利用日の 1 年

前の日から先着順で受付けます。 

② 人数仮申込み 2016年 

1月 29日（金） 

各日・各施設の宿泊利用人数を仮申込みしてくだ

さい。（2015 年に仮申込み済のグループも必要） 

③ 100 人以上宿泊の

グループ 

人数仮決定① 

利用日の 3 ヵ月

前 

利用日 3ヵ月前の人数を基準として、8日前まで、 

1人 200円のキャンセル料が発生します 

★ 事前研修 2016年 5月下旬～

6月上旬予定 

場所：戸隠ガールスカウトセンター 

④ 人数仮決定② 6 月中旬 この時点の宿泊人数仮決定と食堂仮申込みをして

ください 

⑤ 人数確定 利用日の 1 週間

前 

この人数を基準として、1人 1,000円の 

キャンセル料が発生します。 

 

●2017年度利用 

 項 目 締 切 備 考 

① 申込み ＜先着順＞ 1 泊の宿泊者が 100 人以上のグループおよび都道

府県連盟の申込みは、利用日の 2 年前の日から先

着順で受付けます。 

(例：2017 年 8 月 1 日利用の場合、2015 年 8 月 1

日より受付けます) 

まずは事務局へお問合せください。 

 

② 日帰り利用 

●2015年度利用 

 項 目 締切日等 備 考 

① 申込み締切日 2015 年 

6 月 16 日（火） 
締切日以降でもご利用は可能ですが、必ず事前

に、日本連盟事務局へご連絡ください。 

 

② 人数確定 利用日の1週間前 ・確定人数をお知らせください 

・食堂の食事を注文する場合、この人数を基準と

して、食事料金分の食事キャンセル料が発生し

ます 
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６．事業内容 

参加グループによる自主的なプログラムに、戸隠ガールスカウトセンターが提供するさ

まざまなプログラム（事前研修で夏期プログラムディレクターが説明します）を組み合

わせて、効果的な教育プログラムをご計画ください。 

主なプログラム(予定） 

・参加グループによる自由なプログラム  

・参加グループ同士が交流する「シェアリングプログラム」  

・センターの管理・運営に参加者が主体的にかかわる「チャンス！チャンス！」 

・農業体験：戸隠ガールスカウトセンターの生ゴミは、生ゴミサイロで堆肥に生まれ変わり

ます。この堆肥を使った畑で、地元の方に育てていただいたジャガイモ・とう

もろこしの収穫体験ができます。環境プログラムとしてご活用ください（7月下

旬～8月中旬予定。天候によって収穫時期がずれることがありますので、ご了承

ください）。 

※センターでの生活は、夏期プログラム ディレクターおよびスタッフがサポートしま

す。「こんなことはできる?」「○○のやり方を教えてもらいたい」ということについ

ては、事前にお問合せください。周辺施設の情報もご提供します。 

センターについての詳しい情報が必要な場合は、『戸隠ガールスカウトセンター 利

用案内』をお送りしますのでご請求ください。（日本連盟公式ホームページに掲載、

また 2 月下旬に全団に配布予定です） 

 

７．食堂 

夏期プログラム期間中は、厨房に給食業者が入り食事を提供します。 

・宿泊利用･日帰り利用どちらでも、利用可能です。希望する場合は、事前に申し込み

が必要となります。［2015 年度食堂申込第 1次締切：6月 16 日（火）］ 

・食堂の座席数に定員（48 人）があるため、希望者が多い場合は入替制となります。 

・料金は P.7「2015 年度戸隠ガールスカウトセンター利用料金表」をご参照ください。 

 

８．事前研修 

2 泊以上の宿泊利用グループを対象とした事前研修を下記のとおり予定しています。 

・期日：2015 年 5月 30日（土）14：30 ～ 5月 31 日（日）12：00（予定） 

・場所：戸隠ガールスカウトセンター 

・目的：夏期プログラムの趣旨やセンターで行えるプログラム、センター内の施設

と利用ルール等を知る。同時期に利用する参加グループとの事前交流。他 

※参加要項については、利用申込グループに直接お知らせします。 

※2015 年度利用グループに限らず、今後の利用を検討中のグループやセンターのプログ

ラムについて学びたい成人会員の方も参加できます。 
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９．2015年度 利用料金〔すべて税込価格〕 

●宿泊料  ※4歳児(幼稚園年中児相当年齢)以下の子どもは無料です。 

  単位 会員 会員外 備考 

野営  1人1泊 ¥2,400 ¥2,800  

キャビン   1人1泊 ¥3,000 ¥3,400 寝袋・毛布の備付けあり 

研修棟 宿泊室 
・2人部屋 
・6人部屋 

5歳児～ 
高校生年代 

1人1泊 ¥3,500 ¥3,900 
・会員：テンダーフット～レンジャー 
・ベッド（寝袋・毛布あり） 

成人（高校卒
業年代以上） 

1人1泊 ¥4,000 ¥4,400 
・会員：成人会員 
・ベッド（寝袋・毛布あり） 

ベアコテージ  1人1泊 ¥3,000 ¥3,400 ・成人男性用  ・ベッド 

 

キャンセ
ル料 

100人以上のグループ 1人 ¥200 ¥200 利用日の 3ヵ月前～8日前 

すべてのグループ 1人 ¥1,000 ¥1,000 利用日の 1週間前～当日 

 

●備品使用料 

  単位 単価 備考 

家型テント 1期間 ¥2,000 8人用・5人用とも同一料金 

ドームテント 1期間 ¥1,500 7人用・5人用とも同一料金 

床付きテント 1期間 ¥3,500 7人用・5人用とも同一料金 

講堂用テント（マーキー）小 1期間 ¥2,000 1.5間（2.7ｍ）×2間（3.6ｍ） 

講堂用テント（マーキー）大 1期間 ¥4,000 2間（3.6ｍ）×3間（5.4ｍ） 

クッキングテント・炊工具・ 
へっつい〔セット〕 

1期間 ¥2,000 
クッキングテント一式・炊工具一式(★)・ 
へっつい一式 

クッキングテント〔単品〕 1期間 ¥1,200 クッキングテント一式 

炊工具・へっつい〔セット〕 1期間 ¥1,500 炊工具一式(★)・へっつい一式 

炊工具一式のみ 1期間 ¥1,350 炊工具一式(★) 

へっつい〔単品〕 1期間 ¥150 ステンレス製の移動式かまど 

ベニヤ板 1期間 ¥50 テーブル用（90cm×90cm） 

インフォメーションボード 1期間 ¥100 ベニヤ板（90cm×180cm） 

バーベキューコンロ 1回 ¥300 炭を含む 

カセットコンロ 1期間 ¥300  

フライパン 1期間 ¥100  

炊飯器(4ℓ、または 6ℓ） 1回 ¥50 野外炉用 

野外炉 1口 1時間 ¥300 ガス使用 

寝袋 1期間 ¥500 
野営利用者のみ (約 120個) 
*キャビン、研修棟宿泊室は備付けあり 

カットベッド 1期間 ¥500 折り畳み式の簡易ベッド (コット) 

長テーブル（会議用） 1期間 ¥100  

パイプ椅子 1期間 ¥50  

折りたたみ椅子（布製） 1期間 ¥50  

★炊工具一式 
ボウル(大・小)、まな板×2、包丁×2、鍋(大・小)、食器用プラタライ、やかん、しゃもじ、おたま、菜箸、
スポンジタワシ、亀の子タワシ、クレンザー、プラざる（料理用）、 なた、のこぎり、木づち（竹用） 
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●消耗品等使用料 

 

 

 

 

 

 

●持込資材 持込料 

 単位 単価 備考 

宿泊用テント（1～3人用） 1期間 ¥700  

宿泊用テント（4人以上用） 1期間 ¥1,000  

宿泊以外のテントなど 1期間 ¥1,000 タープ、クッキング用等 

 

●給食 ＜要事前予約＞ 

 

 

 

 

 

   大鍋給食 ＜要事前予約＞ 

※野営での「大鍋給食」の注文が可能です。（昼食・夕食） 

 単位 単価 申込数 備考 

大鍋メニュー＋米飯 1人 1食 ¥750 50食以上 メニュー： 

・カレーライス・ハヤシライス 

・親子丼・牛丼・中華丼 大鍋メニューのみ 1人 1食 ¥600 50食以上 

米飯のみ 1人 1食 ¥150 20食以上  

 

●コピー／シーツ・枕カバー使用料 

 

 

 

 

 

  単位 単価 備考 

まき（炊飯用） 1束 ¥350  

まき（たき付け用） 1束 ¥250 細い薪 

まき（ファイアー用） 1束 ¥450  

竹（4ｍ） 1本 ¥300  

麻ひも(中巻 200m） 1巻 ¥350  

ガスボンベ 1本 ¥150 カセットコンロ用 

 単位 単価 

朝食（食堂） 1人 1食 ¥600 

昼食（食堂） 1人 1食 ¥650 

夕食（食堂） 1人 1食 ¥850 

  種類 単位 単価 備考 

コピー 白黒印刷・片面 1枚 ¥20 現地で現金払い 

シーツ・枕カバー 
（クリーニング代） 

シーツ（2枚 1組） 1セット ¥400 シーツ・枕カバー用タオルを

お忘れの場合は貸出します。

但し、数に限りがあります。 

 

ホステルシーツ（寝袋用） 1枚 ¥400 

枕カバー 1枚 ¥100 
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●日帰り利用料金    ※4歳児(幼稚園年中児相当年齢)以下の子どもは無料です。 

  単位 単価 備考 

施設維持協力金 
1人 ¥500   

1人 ¥400 団体割引料金（日帰り利用が 21人以上の場合に適用） 

注：宿泊利用のグループと同グループの方がセンターへ通って参加する場合、同一の方に限り、 
そのグループの利用期間内であれば何日入場しても、1回分の日帰り利用料金となります。 

 

●日帰り利用・施設使用料金  

※日帰り利用時に、プログラムでホールや研修室等を貸切利用する場合 

 単位 単価 

ホール（ホール棟） 1時間 ¥500 

研修室（研修棟） 1時間 ¥500 

食堂（作業棟） 1時間 ¥500 

 

１０．申込方法、お申込み先 

① 申込方法 

「戸隠ガールスカウトセンター利用申込書」（宿泊利用）（日帰り利用）により、郵送、FAX、

E-mail のいずれかで、お申し込みください。 

「戸隠ガールスカウトセンター利用申込書」は日本連盟までご請求いただくか、下記のガールス

カウト日本連盟公式ホームページからダウンロードしてください。 

 

 

 
 
 
 
 

 

※日帰り利用（見学・訪問）の場合も、必ず事前にご連絡ください。 

センターへの来場の際に通る長野市戸隠牧場に、通行者のグループ名と人数を事務局から

事前に届ける必要があります。予告なく直接センターにいらっしゃると牧場にご迷惑をか

けますので、必ず事前にご連絡くださるよう、ご協力をお願いします。 

 

② ガールスカウト日本連盟公式ホームページ「戸隠ガールスカウトセンター」のページ 

 利用要項・申込用紙・空き状況を掲載しています。また、「戸隠ガールスカウトセンターだより」

では、キャンプの様子や戸隠の四季の風景をお伝えしています。ぜひご覧ください。 

http://www.girlscout.or.jp/members/all/togakushi/ 

以 上 

《問合せ・申込み先》 
（公社）ガールスカウト日本連盟  戸隠ガールスカウトセンター担当 

〒151-0066 東京都渋谷区西原 1－40－3 

TEL：03－3460－0701 

FAX：03－3460－8383 

E-mail：gsj_togakushi@girlscout.or.jp 

http://www.girlscout.or.jp/members/all/togakushi/

