
2014年 3月 26日(水) 

 

平素より国営アルプスあづみの公園の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

国営アルプスあづみの公園大町・松川地区では、８月２３日（土）・２４日（日）に１泊２日で「里山探検ウォ

ーキング～わくわくサマーキャンプ～」を開催いたします。 

国営アルプスあづみの公園並びに松川村・大町市周辺を舞台に 2 日間にわたるウォーキングイベント。

一日目は、公園内の自然や史跡を題材にしたクイズオリエンテーリング。二日目は、仁科氏が築城したとさ

れる西山城址跡に登り北安曇平を一望。周辺農家の協力の元、旬の夏野菜の収穫を体験できます。 

宿泊は、開園 5 周年を記念して初の園内でのテント泊で、アルプス山麓の自然を満喫していただきます。

快適生活研究家の田中ケン氏による本格アウトドア料理の食事と、国立天文台准教授の縣秀彦氏による

星空観察会など、楽しみが盛りだくさん。 

■開催日 平成２６年８月２３日（土） ～  ８月２４日（日） １泊２日 

■場 所 国営アルプスあづみの公園大町・松川地区及び大町市・松川村周辺エリア 

■主催等 主催：北アルプス山麓ツーデーウォーキング実行委員会 

協力：ＪＡ大北、コールマンジャパン（株） 

■内 容 【１日目】 公園内に設置したチェックポイント巡る約 5km のウォーキング 

【２日目】 公園及び大町市・松川村周辺を巡る 10km ～ 15 ㎞のウォーキング 

■定 員 200名（1組 2名以上）定員になり次第締切り 

■参加費  大人（高校生以上） 8,000円、子供（小中学生） 5,000円  

幼児（3歳以上） 2,000円  

■その他  テント・寝袋は持参。但し、テント・寝袋貸出有り（先着 35組） 

つきましては、皆様にはご多忙中のことと存じますが、取材並びに記事掲載のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

アルプスあづみの公園管理センター 大町・松川地区  企画運営担当：黒川、尾澤、稲垣 

TEL：0261-21-1212／FAX：0261-21-1214 

〒398-0004 長野県大町市常盤 7791-4    

公園ホームページ：http://www.azumino.go.jp/ 

フェイスブックページ：https://www.facebook.com/azumino.OM 

 

大 町 ･ 松 川 地 区   

開園以来初！公園に宿泊できる特別なイベント 

里山探検ウォーキング 

～わくわくサマーキャンプ～ 

４月１日より受付開始 
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参加費
大人 （高校生以上）    ８,０００円

子供 （小中学生）　　　 ５,０００円

幼児 （3 歳以上）        ２,０００円

参加費
大人 （高校生以上）    ８,０００円

子供 （小中学生）　　　 ５,０００円

幼児 （3 歳以上）        ２,０００円
主催 ：北アルプス山麓ツーデーウォーキング実行委員会

協力 ：ＪＡ大北 ・ コールマンジャパン（株）

国営アルプスあづみの公園大町 ・ 松川地区

及び周辺エリア

国営アルプスあづみの公園大町 ・ 松川地区

及び周辺エリア

２０１４． ８． ２３　　 ・ ２４（sat） (sun) １泊２日

ながの信州

北安曇

収穫体験もできる！！

テントに泊まって

アウトドアクッキング！！



（予定）
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テント／　　　　　　　個 寝　袋／　　　　　　　個 マット／　　　　　　　個レンタル品 来園方法

＊テント・寝袋・マットは各自ご用意ください
＊ただし、希望者にはレンタル（参加費とは別途）あり
　テント 3,500 円（5人まで利用可）／寝袋 500 円／マット 500 円※数に限りがあります
＊雨天決行（ただし、台風等参加者に危険が及ぶ場合は中止）
＊雨天の場合は、公園内の施設に分散して宿泊していただきます

■公園内に設置したチェックポイント巡る
                                                        約 5kmのウォーキング■

11：30 ～　受付開始（入口広場）※昼食は、各自済ましての参加
12：30 ～　スケジュール・注意事項等説明
13：00 ～　ウォーキング開始
　　　　　　・ミッション（クイズ）をクリアしながらのウォーキング
　　　　　　・ミッションをクリアすることで次の目的地が判明
　　　　　　　＊全てをクリアすると公園オリジナル記念品が貰えます。　　　　　　
15：30　　ウォーキング終了
15：30 ～　テント設営（参加者で設営）、設営後は自由時間
                        ＊すずむし荘・薬師の湯の半額券配布
　                        →入浴希望の方は各自で車にて移動
                                （JR 利用者は主催者対応）
18：00 ～　夕食（主催者準備）
　　　　　　　＊ダッチオーブン等で作った本格アウトドア料理
　　　　　  夕食後は自由時間

20：00 ～　体験教室
　　　　　　

21：00　　 体験教室終了、自由時間
22：00　　 就寝

1 day
■公園及び大町市・松川村周辺を巡る
                                         　10km～ 15 ㎞のウォーキング■

　6：00　　 起床
　7：00 ～　朝食（主催者準備）
　　　　　　　＊キャンプ料理
　8：00 ～　テント撤去等　片づけ
　　　　　　　移動（自動車）：渓流ゾーン近くの臨時駐車場へ
　9：00 ～　集合（渓流ピクニック広場）
　　　　　　スケジュール・注意事項等説明後　公園出発
  10：30 ～　西山城址跡　到着
  11：00 ～　西山城址跡　出発
　　　　　　　西山城址跡　→　各営農組合圃場
  12：00 ～　圃場にて昼食（主催者準備）
  13：00 ～　収穫体験（各営農組合圃場）
　　　　　　・新鮮な野菜・果物 5点～ 6点
                               （もろこし・トマトなど）のお土産付き
  13：30 ～　各営農組合圃場　出発
　　　　　　各営農組合圃場　→　公園
  14：30      　公園着、解散　　

2 day

Schedule

■　profile　■
快適生活研究家　田中ケン
「アウトドアを取り入れることで、
生活はもっと快適になる」を信念に
〝快適生活研究家” として各メディア
で活動中。２００８年には自身のプロ
デュースによるキャンプ場「out side  
BASE」を群馬県北軽井沢にオープン。

■　profile　■
縣 秀彦（あがた　ひでひこ）　
1961 年長野県生まれ。東京大
学附属中高教諭などを経て現
職。専門は天文教育（教育学博
士）。  「天文学入門」、「天文学者
はロマンティストか？」、「宇宙
の地図帳」など著作物多数。

＊星空観察会
　講師：縣 秀彦
　（国立天文台天文情報センター普及室長
　　　　　　　　　　信濃大町観光大使）
＊（雨天時）
　オリジナル傘のプラネタリウムづくり

トマトやも
ろこしの

収穫体験が
できる！！

快適生活研究家
田中ケンが作る本格アウトドア料理が楽しめる！！

　　　　　　
 ○国営アルプスあづみの公園　大町・松川地区管理センター
 ○住所：〒398-0004　長野県大町市常盤 7791-4
 ○T E L：0261-21-1212    /   FAX：0261-21-1214
 ○U R L：http://www.azumino.go.jp/　

■お問合せ■

■お申込み方法■
      下記申込書にご記入の上、郵送もしくは FAX にてお申込み下さい。　
                   　　　                          ※定員になり次第受付終了
　 申込者へのご案内は締め切り後発送 させていただきます。 
申込締切日：7 月 ３１日 ( 木 )
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