NATURAL ACTION outdoor tours

自然体験プログラム要綱
私共が提案させていただきます各プランは、各種学校での林間学校教育や、修学旅行、社員教育
など団体での参加も可能です。これまでに多くの中学校・高校の授業、ボーイスカウト、公民館講座、
勤労青少年ホームの短期講座などの団体講習でお手伝いさせていただいております。

ナチュラルアクション アウトドアツアーズ
〒419-0317 静岡県富士宮市内房 2193－8
TEL：0544-65-1123

FAX：0544-65-1343

ＨＰ： http://www.naturalaction.co.jp E-MAIL： info@naturalaction.co.jp

2018 年 2 月 28 日

【はじめに】

私共は、「自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する」
というテーマを基本理念としております。
文明社会の進化とともに、自然界と我々人間との距離は昔と比べ明らかに遠くなっており
ます。その結果現在では、人類存続に関わるほどの深刻かつ様々な環境問題を引き起こす結
果となっております。
我々に心から安らげる時や感動を与えてくれる美しい自然環境を未来にも公平に残して
いくためには、一人一人がもっと自然に親しみ、理解を深め、自然環境を慮る「こころ」を
持って生活していくことが、問題解決の第一歩だと考えております。
それらを考えるための入り口は多々ありますが、私共ナチュラルアクションでは、できる
だけインパクトのある、ダイナミックな冒険的自然体験という手段を用いて、楽しく、より
多くの方に自然を肌で感じ、気づいていただける機会を提供していきたいと考えております。
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※ 本要綱は、ナチュラルアクションの自然体験プログラム全般にわたるご案内となってお
ります。各プログラムの更に詳しい情報・ご案内を希望される方は、プログラム名をご
確認の上、当社までお電話・ＦＡＸまたはＥメールでご連絡ください。

【目的】
自然体験プログラムの目的

・
・
・

ナチュラルアクションの自然体験プログラムにおいて、主たる目的は以下の３点です。
プログラムをおおいに楽しんでもらうこと
自然・環境の大切さを参加者自身に気づいてもらうこと
気づいたことを日常生活に持ち帰ってもらうこと
これらはつまり、参加者に対して「こういう意識を持ちなさい」と無理やり押しつけるの
ではなく、参加者自身が「感じ」「気づく」ことに重点を置いているということです。
また、なおかつそれを楽しみながら体験してもらいます。参加者が“いやいや”
“仕方なく”
体験するものからは主体的な感性や意見は生まれませんが、楽しみながら体験することによ
って自ら興味を持ち始め、主体的な感性や意識が生まれます。
これは「参加者が主体的に体験し、自らの課題を発見し、解決能力を身につける」という
点で、環境教育における自然体験プログラムのメリットの一つといえます。
また、ナチュラルアクションの自然体験プログラムでは、自然の中で遊ぶ楽しさと同時に
その危険性も知ってもらいたいと考えております。
例えば、川で行うプログラムの際、川の専門知識を持ったインストラクターが、“川の流
れの法則”“川における危険個所”“万が一流された時の対処法”等の説明をいたします。
これらのことから知識を身につけることによって、自然の中で遊ぶ際の自己防衛、事故防
止・減少につながります。
ナチュラルアクションのすべての自然体験プログラムはチームごとに行います。自然の中
では、全員の力を合わせないと解決できない様々な壁があります。それらを一つ一つクリア
することにより、チームワーク・団結力を養い、人と人との気持ちのつながりの大切さを学
びます。
ナチュラルアクションアウトドアツアーズ
代表

佐野文洋（さの

ふみひろ）

1998 年 7 月、NATURAL ACTION を設立。事業として富士川ラフティング 1
日ツアーを開催。2000 年に主催事業「第一回富士川クリーンリバーラフティン
グ」を開催（その後、毎年 1 回開催）
。2002 年より事業として富士川ダッキー半
日ツアーを開催。事業としてマウンテンバイクツアーを開催。2003 年より主催
事業「教育旅行プログラム」を本格的に始動。2004 年より、静岡県消防学校水
難救助課において講師として RESCUE3 SRT-1 講習を開催。また、元プロウイ
ンドサーファーとして数多くの大会で入賞した経験をもつ。
≪公職≫
一般社団法人ラフティング協会専務理事、富士宮少年警察協助員、
芝川町社会教育副委員長、静岡県消防学校非常勤講師

【ナチュラルアクションの自然体験プログラム】

富士川ラフティング体験（水のプログラム）

ラフティングとは４～８人ぐらいのチームで専用のラフトボートに乗り、全員の力を合わせて
激流を越えていくスポーツです。途中でゲームをしたり、岩場からジャンプしたり、日本一の
富士山を眺めながら約１時間半下ります。フィールドは日本三大急流の一つ富士川です。
▼ 体験のながれ（ 約 3 時間
開催期間

4 月～11 月

催行人数

土・日・祝

28 名～84 名

平日

28 名～126 名

体験料金

リバーベースにバスで到着

土・日・祝 6,000 円 + 消費税
平日
富士川

体験時間

約 3 時間
午前コース

バス内でガイドから着替えの説明を受ける
装備を受け取り、更衣室またはバス内で着替え

5,500 円 + 消費税

※装備一式レンタル料・ガイド料・保険料込み

体験場所

）

バスでスタートポイントに移動
川に出る際の事前説明（セーフティートーク）

9：00～12：00

午後コース 13：00～16：00

ラフティングスタート

※天候や川の状態により変更の可能性があります

参加基準

小学校 3 年生以上～

ゴール後、リバーベースへバスで移動

当社規定の参加承諾書に同意された方
更衣室またはバスで着替え後、解散

☆ 各ボートには、厳しいトレーニングをパスした当社のリバーガイドが最低１人以上同乗しますので
初心者・泳げない方でも安心です。
☆ また、ラフティングは激流をクリアできたときの一体感・チームワークの重要性など、
学校・組合などの団体のお客様にも適しています。

持ち物

ヘルメット

水着・タオル

ラフティングの装備

濡れてもよい靴またはかかとの固定出来るサンダル
スプレージャケット

※少し肌寒い場合は、フリースなど薄手の化繊防寒着
があると便利です。

ライフジャケット

お渡しする装備
ウェットスーツ・ライフジャケット
スプレージャケット・ヘルメット・パドル
パドル

ウェットスーツ
※下に水着着用

濡れてもよい靴 or
かかとの固定出来るサンダル

安全対策に関して
ナチュラルアクションでは、スタッフ全員に米国レスキュー３社のスイフトウォーターテクニシャン・レベル１の受講を義務付けて
います。また、リスクマネージメント勉強会及びファーストエイド講習会を毎年行っております。毎日富士川の水位や
川の状態（危険物があれば除去）をチェックし、ミーティングを行います。（ツアー前）
弊社アウトドアツアーに参加される方には、ツアー開始前のセーフティートーク（安全対策講話）を行い、自然の中での活動には
思わぬ危険が潜んでいることを認識していただきます。ツアー中に起こりうるハプニング、対処法などをわかりやすく丁寧に
説明いたします。ツアー責任者は緊急時に備え必ずファーストエイド・緊急連絡用携帯電話を所持するよう義務付けています。
また、陸上（事務所）ではスタッフが常駐し、緊急連絡及び緊急搬送などが行えるようスタンバイしています。（ツアー中）
ツアー責任者は、トリップ日誌にツアーの詳細を記入し、保管します。ツアー中に気づいた点や危ないと思った点があった場合は、
報告書に記入し、随時ミーティングを行います。スタッフ全員で情報を共有します。（ツアー後）
実際、ラフティング＝リスクが全くないというわけではありません。しかしながら、そのリスクを最小限にできるよう、私たち
スタッフは日々トレーニングを積んでいます。
弊社のアウトドアツアーに参加される方には、必ず国内旅行傷害包括保険への加入を義務付けさせていただいております。
国内旅行傷害包括保険

500 万円（死亡・後遺症）

5,000 円（入院）/日額

2,500 円（通院）/日額

▲ナチュラルアクションが加入している保険
≪緊急連絡先≫
富士宮警察 地域課/TEL0544-23-0110 富士宮市立病院/TEL0544-27-3151
I OFFICE SANO/TEL090-3301-4003 共立蒲原総合病院/TEL0545-81-2211
代表者/090-8325-8332
事務所/0544-65-1123

また、毎年行っている『富士川クリーンリバーラフティング』では富士川の河原などの清掃活動をしながら、普段身近に流れている
富士川での遊び方や、川に潜む危険個所をわかりやすく説明します。河川での水難事故を未然に防ぐため、水難事故に遭遇したときの
対処方法や、事故を防ぐための予備知識などを、川の知識や水力学、そしてレスキュー方法などに精通した我々スタッフが参加者に
説明します。このような活動を通して、自然豊かな富士川で皆様がより楽しく、より安全に遊んでいただけるよう努力しております。

「スタッフの所持ライセンス」
「過去の実績」

【ナチュラルアクションの自然体験プログラム】

いかだ作り体験（水のプログラム）
いかだ作り体験（水のプログラム）

いかだ作りは、地元芝川で育った竹を利用し、仲間で相談し、協力しながら一隻のいかだを作り上げ
ます。誰もが読んだことのある童話「トムソーヤの冒険」にでてくるような『手作りいかだ』を作りま
す。実際に、見たこと、作ったこと、乗ったことがあるといった経験は少ないでしょう。何故、筏は水
に浮くのか、どのようにロープを結べばほどけないのか、身近な自然に対するふれあいと知識を高めな
がら、班ごとに分かれ協力しながら竹を組んで完成させます。できあがったいかだを、水に浮かべ、い
かだレースをします。子供達の冒険心をくすぐる大自然の中でのアドベンチャープログラムです。
学校・組合・子供会・ボーイスカウトなどの団体に適しています。
▼ 体験のながれ
開催期間

4 月～7 月

催行人数

40 名～80 名

体験料金

全日 3,000 円 + 消費税

バスで西湖到着後、班ごとに集合

竹の運搬・ひもの用意・指示係など各担当に分かれ
制限時間内でいかだ作りスタート
※装備一式レンタル料・ガイド料・

完成したいかだで班対抗レース

いかだ作りの材料・保険料込み

集合場所

西湖

体験時間

約 3 時間
午前コース

体験終了、ディブリーフィング
9：00～12：00

午後コース 13：00～16：00
※天候や湖の状態により変更の可能性があります

参加基準

小学校高学年以上
当社規定の参加承諾書に同意された方

持ち物・服装
体操服・タオル・着替え
濡れても良いスニーカーまたはかかとの固定でき
るサンダル

【事業実績】
平成２９年までの事業実績です。年間約 5,000 名の生徒さん・先生方にご参加いただいております。

県外の学校
大津市立 日吉中学校

桜井市立 桜井西中学校

野洲市立 野洲北中学校

高島市立 湖西中学校

神戸市立 東落合中学校

慶應義塾 普通部

愛西市立 佐屋中学校

阪南市立 鳥取中学校

和光高等学校

津島市立 暁中学校

大津市立 皇子山中学校

城西中学校

栗東市立 栗東西中学校

大津市立 田上中学校

高石市立 取石中学校

鈴鹿市立 神戸中学校

堺市立 八田荘中学校

寝屋川市立 第二中学校

岸和田市立 北中学校

堺市立 日置荘中学校

奈良県立 王寺工業高等学校

大阪市立 横堤中学校

岸和田市立 久米田中学校

大阪府立 布施北中学校

大阪市立 大宮中学校

碧南市立 東中学校

奈良県立 奈良朱雀高等学校

たつの市立 龍野東中学校

神戸市立 神出中学校

岡山県立 倉敷鷲羽高等学校

阪南市立 尾崎中学校

豊田市立 逢妻中学校

広島県立 三原高等学校

岸和田市立 岸城中学校

桑名市立 光陵中学校

奈良工業高等専門学校

阪南市立 貝掛中学校

瀬戸市立 南山中学校

松阪市立 中部中学校

京都市立 向島東中学校

彦根市立 稲枝中学校

長岡京市立 長岡第二中学校

神戸市立 岩岡中学校

大津市立 打出中学校

奈良県立 大淀高等学校

灘中学校

岡山県立 玉野高等学校

等

桜井市立 桜井中学校

豊田市立 美里中学校

大阪市立 宮原中学校

奈良県立 御所実業高等学校

神戸市立 桃山台中学校

名古屋市立 高針台中学校

京都市立 栗陵中学校

彦根市立 東中学校

大津市立 瀬田中学校

袖ケ浦市立 昭和中学校

熊取町立 熊取中学校

名古屋市立 富田中学校

岸和田市立 光陽中学校

岡山県立 玉島高等学校

堺市立 五箇荘中学校

豊田市立 井郷中学校

神戸市立 大原中学校

草津市立 高穂中学校

県内の学校
内房小学校

芝川中学校

富士東高等学校

静岡県立 清水東高等学校

山岳部

等
順不同、敬称略

その他、企業の親睦会や新人研修等においても、ご利用を頂いております。

【スタッフの所持ライセンス】
ナチュラルアクションのスタッフは、全員が自然環境に配慮しているエコロジストであり、
実際に自然体験活動や環境に関する講習に積極的に参加し、それらに関するライセンスを取得
しております。また、当プログラムにおける安全管理には細心の注意を払っており、安全面・
レスキューなどの講習に参加・ライセンス取得するのと同時に、年間３００本以上川を下って
いる川のプロ集団でもあります。

スタッフが持っている資格
◎ 静岡県自然学習指導員 （３名）
◎ 静岡県環境道場師範 （１名）
◎ 自然体験活動推進協議会「ＣＯＮＥ」
・自然体験指導者 （３名）
◎ 日本リバーガイド協会公認

シニア リバーガイド（５名）

◎ 日本リバーガイド協会公認

リバーガイド（全員）

◎ RESCUE-3

SWIFTWATER RESCUE TECHNICIAN Level１＆ Level２
国際認定インストラクター（１名）

◎ RESCUE-3

SWIFTWATER RESCUE TECHNICIAN Level１ 国際認定員（全員）

◎ 普通救急救命講習修了者又はメディックファーストエイドベーシック講習修了者（全員）
◎ MEDIC FIRST AID®公認ベーシック国際認定インストラクター （１名）
◎ MEDIC FIRST AID®公認ベーシック国際認定員（１０名）

など

ナチュラルアクションはＮＰＯ法人・広域防災水難救助捜索支援機構（ＪｐＳＡＲＴ）の
中部支部富士川分駐所でもあり、当社のスタッフのほとんどがその会員です。実際に水難事
故が起こってしまった際、警察・消防など行政機関のサポートを行っております。当社代表
は、静岡県消防学校水難救助課程において講師も努めております。

ご予約の流れ・提出書類
① まずは弊社までお問い合わせください。
ご予約の空き状況を確認いたします。
電話：０５４４‐６５‐１１２３

／ FAX：０５４４‐６５‐１３４３

E-MAIL：info@naturalaction.co.jp

② お問い合わせ後、必要書類一式をお送りいたします。
●参加案内
●申込書
参加案内の内容を良くご理解頂いた上でご記入ください。

●参加承諾書
学校団体の代表の方（校長先生・もしくは学年主任の先生等）1 名にご署名頂きます。

●チーム編成表
各体験では、事前にチーム編成をお願いしています。
▼富士川ラフティング体験の場合
８人乗りのボートにガイドが必ず 1 人は同乗しますので、７人編成でお願い致します。
生徒の数を７で割った数でボートの艇数を決めています。
≪

例）生徒 40 名参加の場合

※

注意 ※

40

÷

7

= 5

…

5 →

ボート 6 艇

≫

上記の決まりを守らずに艇数が増えた場合、ボートの追加料金を頂く事がございますのでご了承ください。
朝霧マウンテンバイク体験、いかだ作り体験はチーム編成の方法が異なります。
また、チーム編成表にご記入いただいた生徒さんのお名前を、保険用書類に使用させて頂きますので
フルネームで記入して頂きますよう、お願い致します。
尚、氏名等の個人情報は保険加入手続き以外には一切使用致しません。

③ 開催日２週間前までに書類をご送付下さい。
ご記入頂いた『申込書』
・
『参加承諾書』
・
『チーム編成表』を弊社担当宛に郵送・FAX の
いずれかでご送付ください。確認が出来ましたら≪本予約≫となります。

※ 下見説明・体験も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

