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もくもく自然塾のカヌー・カヤック体験 

(1) カヌー・カヤックを体験するなら公認スクールで！ 

当スクールは、カヌーの操作方法等の指導ができる福島県内で唯一の日本カヌー連盟公認スク

ールです。（2021年 10月現在、日本カヌー連盟公認指導員 5名が所属） 

さらには危急時の対応ができるファーストエイド資格（国際資格の野外災害救急法アドバンス

レベルなど）を持ったガイドが担当いたします。 

大切な生徒さんの安全のため、カヌー・カヤックを体験するなら公認カヌースクールをご利用

ください。 

(2) 催行率の高い、極上のフィールド「曽原湖」 

体験のフィールドとなる「曽原湖」は、初心者がカヌーやカヤックを安心して体験するのに最

も適した湖です。裏磐梯の他の大きな湖と違い、風や波の影響が少なく催行率が高いのも特徴

です。 

エンジン船の乗り入れが禁止されており、その静けさと居心地のよさは裏磐梯随一と言えます。

また、噴火前そこが森であった証である水没林が点在し、その時の驚異を想像することができ

るのも魅力のひとつです。 

(3) ガイドレシオを少なめに設定 

ガイド 1 名がケアできる生徒さんの人数には限りがあります。弊社では、通常は 10 艇程度の

ガイドレシオ（ガイド 1名で何艇まで引率するか）を、生徒さんの安全と安心、満足度に配慮

しより少なめに設定しております。 

(4) インストラクターが参加者と同乗しない 

インストラクターがカヌーやカヤックに参加者と同乗すると、レスキュー時の迅速な行動に支

障があるとともに、同乗の参加者に危険が及ぶ可能性があります。 

当スクールではインストラクターがカヌーやカヤックに参加者と同乗することはせず、一人乗

りカヤックで講習にあたります。 

(5) レスキュー艇の同行 

水上のレスキューは、迅速な対応が要求されます。当スクールでは、カヤック体験を 19艇以上

またはカナディアンカヌー体験を 15艇以上（それぞれ、インストラクター3名で対応）で実施

の場合、そのうち 1名がレスキュー艇（エレキボート）に乗って体験に同行し、危急時に迅速

な対応をできるようにしております。 

(6) 自然観察体験も有資格ガイドがご案内 

ガイドとして最低限の資格であるファーストエイド系資格（日本赤十字救急法救急員、上級 

救命講習修了、メディックファーストエイド、野外災害救急法等）はもちろんのこと、NACS-J

自然観察指導員、ネイチャーゲーム指導員、自然体験活動リーダー、学校支援リーダー、磐梯

山ジオパーク認定ガイド等の資格を所持したガイドが自然観察体験のご案内をいたします。 
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「カヤック」は両側にブレード（水かき）がついたパドル（漕ぐ道具）を使って進む船型の乗り

物です。二人で協力してコントロールしなければいけないカナディアンカヌーほどの難しさはな

く、性別や体力の有無を問わず幅広い年齢層の方にお楽しみいただけるのも魅力です。 

弊社ではより安全性の高い「シットオン」タイプのカヤックを使用しているため、ウォーターア

クティビティに不安のある学校様にも安心してご利用いただけます。また、発着場所の湖岸が広

いため、写真撮影しやすい点もおすすめです。 

※シットオンカヤック…本体に水抜き穴があり、万一沈した場合にもカヤックそのものを浮力体とし 

て使用することができる上、湖上で再乗艇するにもシットインカヤックのよ 

うな難しさがない。艇そのものの安定性も非常に高い。 

 

[ 実施時間 ] 体験時間は、午前または午後の 1～2 時間でご設定いただけます。 

※午前は 8:00～12:00、午後は 12:30～16:00の範囲内でご設定ください。 

         ※体験時間には陸上講習の時間が含まれます。 

[ 定  員 ] 48 名（24 艇） 

※1艇あたりの総体重が 210kg以内であることが受け入れ条件となります。 

※奇数の場合は 1艇のみ三人乗りで対応いたします。 

※「三人乗りカヤック体験」との同時進行はできません。 

※参加人数の最終決定は催行日の 14日前までにお願いいたします。それ 

以降の大幅な人数増加はお受けできない場合もございます。 

[最少実施艇数] 14 名（7 艇） 

(1) 二人乗りカヤック体験 
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[ガイドレシオ] 1：9（生徒さんのカヤック 9艇に対し、ガイドが 1名付きます。） 

[ 体験場所 ] 曽原湖（もくもく自然塾キャンプセンター発着） 

         ※少人数向けの更衣室およびトイレがございます。 

         ※「カナディアンカヌー体験」とは発着場所が異なります。 

[ 服装・履物 ] 濡れてもよい服装（学校指定ジャージ等）、履物でご参加ください。 

         帽子も熱中症防止や雨天時の低体温症防止に効果的です。 

         小雨程度であれば実施可能ですので、雨具（傘は不可）をご用意ください。 

         ※カナディアンカヌー体験に比べると衣服（下）や履物が濡れます。着替え 

をご用意いただくことをお勧めいたします。 

         ※ほとんど沈（転覆）することはありませんが、不安定な乗り物ですので 

その可能性はございます。 

※沈（転覆）により濡れた場合のみ、着替え場所をご用意いたします。 

[ 持 ち 物 ] 基本的に手ぶらで結構です。天気によっては、熱中症防止のために水筒を 

お持ちください。 

                  ※メガネ、カメラ等個人の持ち物は各自で管理してください。紛失、破損の

責任は主催者側では負いかねます。 

[ 体験の流れ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休暇村ホール・多目的広場駐車場でインストラクターと待ち合わせ。 

（すぐに体験ができる服装・履物でご集合ください。） 

待ち合わせ場所で必ずトイレを済ませ、再度バスに乗る。 

インストラクターが体験会場までバスを先導し、移動。（所要時間 3～4分） 

体験会場にて陸上講習後、カヤックを体験。 

体験終了後、体験会場にてそのまま解散。 

（または、待ち合わせた場所に戻り解散。） 
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体験スケジュール例 

 

 

[ 料  金 ] 別に料金表をご用意しておりますのでお問い合わせください。 

※料金にはレンタル代（カヤック本体、パドル、フローティングベスト）と 

指導料が含まれます。 

※引率教員 2名までは無料でご参加いただけます。 

[ 備  考 ] 50 名以下の団体様が複数アクティビティに分かれての体験をご希望の場合、

各アクティビティの受け入れ人数枠を当社規定のガイドレシオ（ガイドと 

参加者の人数比）のガイド 1名あたりの最大値に調整させていただく場合が 

ございますのでご了承ください。 

 

 

  

 

9:00 休暇村ホール・多目的広場駐車場にてガイドと合流 

トイレを済ませ、体験会場までバス移動 

9:15 カヤック体験会場（もくもく自然塾キャンプセンター）到着 

・フローティングベストの配付 

9:20 講習開始 

・フローティングベストの着用と陸上でのパドル操作（パドリング） 

・沈（転覆）しないための注意、転覆したときの対処（セルフレス 

キュー） 

9:40 湖上にてパドリング練習 

9:50 カヤックツーリングスタート 

    ↓ 

10:50 体験終了 

・カヤックの片付けとフローティングベストの返却 

11:00 解散 
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アクティビティに割く予算が少なくて…という学校様に朗報です。このすばらしい裏磐梯の自然

を、よりリーズナブルにお楽しみいただけるよう設定したのが三人乗りカヤック体験です。 

弊社ではより安全性の高い「シットオン」タイプのカヤックを使用しているため、ウォーターア

クティビティに不安のある学校様にも安心してご利用いただけます。また、発着場所の湖岸が広

いため、写真撮影しやすい点もおすすめです。 

※シットオンカヤック…本体に水抜き穴があり、万が一沈した場合にもカヤックそのものを浮力体と 

して使用することができる上、湖上で再乗艇するにもシットインカヤックの 

ような難しさがない。艇そのものの安定性も非常に高い。 

 

[ 実施時間 ] 体験時間は、午前または午後の 1～2 時間でご設定いただけます。 

※午前は 8:00～12:00、午後は 12:30～16:00の範囲内でご設定ください。 

         ※体験時間には陸上講習の時間が含まれます。 

[ 定  員 ] 72 名（24 艇） 

※1艇あたりの総体重が 210kg以内であることが受け入れ条件となります。 

※3で割り切れないご人数の場合は、二人乗りで調整いたします。 

※「二人乗りカヤック体験」との同時進行はできません。 

※参加人数の最終決定は催行日の 14日前までにお願いいたします。それ 

以降の大幅な人数増加はお受けできない場合もございます。 

[最少実施艇数] 21 名（7 艇） 

[ガイドレシオ] 1：9（生徒さんのカヤック 9艇に対し、ガイドが 1名付きます。） 

(2) 三人乗りカヤック体験 
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[ 体験場所 ] 曽原湖（もくもく自然塾キャンプセンター発着） 

         ※少人数向けの更衣室およびトイレがございます。 

         ※「カナディアンカヌー体験」とは発着場所が異なります。 

[ 服装・履物 ] 濡れてもよい服装（学校指定ジャージ等）、履物でご参加ください。 

         帽子も熱中症防止や雨天時の低体温症防止に効果的です。 

         小雨程度であれば実施可能ですので、雨具（傘は不可）をご用意ください。 

         ※カナディアンカヌー体験に比べると衣服（下）や履物が濡れます。着替え 

をご用意いただくことをお勧めいたします。 

         ※ほとんど沈（転覆）することはありませんが、不安定な乗り物ですので 

その可能性はございます。 

[ 持 ち 物 ] 基本的に手ぶらで結構です。天気によっては、熱中症防止のために水筒を 

お持ちください。 

                  ※メガネ、カメラ等個人の持ち物は各自で管理してください。紛失、破損の

責任は主催者側では負いかねます。 

[ 体験の流れ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休暇村ホール・多目的広場駐車場でインストラクターと待ち合わせ。 

（すぐに体験ができる服装・履物でご集合ください。） 

待ち合わせ場所で必ずトイレを済ませ、再度バスに乗る。 

インストラクターが体験会場までバスを先導し、移動。（所要時間 3～4分） 

体験会場にて陸上講習後、カヤックを体験。 

体験終了後、体験会場にてそのまま解散。 

（または、待ち合わせた場所に戻り解散。） 
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体験スケジュール例 

 

 

[ 料  金 ] 別に料金表をご用意しておりますのでお問い合わせください。 

※料金にはレンタル代（カヤック本体、パドル、フローティングベスト）と 

指導料が含まれます。 

※引率教員 2名は無料でご参加いただけます。 

[ 備  考 ] 50 名以下の団体様が複数アクティビティに分かれての体験をご希望の場合、

各アクティビティの受け入れ人数枠を当社規定のガイドレシオ（ガイドと 

参加者の人数比）のガイド 1名あたりの最大値に調整させていただく場合が 

ございますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 休暇村ホール・多目的広場駐車場にてガイドと合流 

トイレを済ませ、体験会場までバス移動 

9:15 カヤック体験会場（もくもく自然塾キャンプセンター）到着 

・フローティングベストの配付 

9:20 講習開始 

・フローティングベストの着用と陸上でのパドル操作（パドリング） 

・沈（転覆）しないための注意、転覆したときの対処（セルフレス 

キュー） 

9:40 湖上にてパドリング練習 

9:50 カヤックツーリングスタート 

    ↓ 

10:50 体験終了 

・カヤックの片付けとフローティングベストの返却 

11:00 解散 
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参加人数が三人乗りカヤック体験の定員 72名を超え、1回での実施ができない規模の学校様向け

のプログラムです。2つのグループに分かれ、一方のグループはカヤック体験後に自然観察体験、

もう一方のグループは自然観察体験後にカヤック体験を行います。 

※半日あたりの総参加人数が三人乗りカヤック体験の定員（72名）以内の場合は、通常のカヤッ 

ク体験＋自然観察体験の料金となります。 

[ 実施時間 ] 体験時間は、午前または午後の 2.5～3 時間（1時間 10分前後×2回＋ 

入れ替え・消毒時間 30分）でご設定いただけます。 

※午前は 8:00～12:00、午後は 12:30～16:30の範囲内でご設定ください。 

         ※体験時間には陸上講習の時間が含まれます。 

[ 定  員 ] 半日の場合 最大 144 名（三人乗りで 72名ずつ 2回実施） 

１日の場合 最大 288 名（三人乗りで 72名ずつ 4回実施） 

※体験は二人乗りまたは三人乗り（ただし、1 艇あたりの総体重が 210kg 以

内であること）のどちらか一方のみご選択ください。端数が出た場合のみ、

それぞれ三人乗りまたは二人乗りで調整いたします。 

※参加人数の最終決定は催行日の 14日前までにお願いいたします。それ 

以降の大幅な人数増加はお受けできない場合がございます。 

[最少実施人数] 半日あたり 73 名（36名と 37名で 2回実施） 

[ガイドレシオ] 1：9（生徒さんのカヤック 9艇に対し、ガイドが 1名付きます。） 

[ 体験場所 ] カヤック体験 

曽原湖（もくもく自然塾キャンプセンター発着） 

           ※少人数向けの更衣室およびトイレがございます。 

(3) カヤック＆自然観察体験 

～73 名以上の団体様限定～ 
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自然観察体験 

レンゲ沼・中瀬沼探勝路（休暇村ホール・多目的広場駐車場発着） 

※磐梯山噴火の影響を受けた地形や植生などを目の当たりにできる、 

裏磐梯らしさ満載のフィールドです。 

[ 服装・履物 ] 濡れてもよい服装（学校指定ジャージ等）、履物でご参加ください。 

         帽子も熱中症防止や雨天時の低体温症防止に効果的です。 

         小雨程度であれば実施可能ですので、雨具（傘は不可）をご用意ください。 

         ※カナディアンカヌー体験に比べると衣服（下）や履物が濡れます。着替え 

をご用意いただくことをお勧めいたします。 

         ※カヤックはほとんど沈（転覆）することはありませんが、不安定な乗り物 

ですのでその可能性はございます。 

[ 持 ち 物 ] 基本的に手ぶらで結構です。天気によっては、熱中症防止のために水筒を 

お持ちください。 

                  ※メガネ、カメラ等個人の持ち物は各自で管理してください。紛失、破損の

責任は主催者側では負いかねます。 

[ 体験の流れ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休暇村ホール・多目的広場駐車場（「体験学習会場アクセスマップ」参照） 

でインストラクターと待ち合わせ。 

（すぐに体験ができる服装・履物でご集合ください。） 

休暇村ホール・多目的広場駐車場で必ずトイレを済ませる。 

カヤック組はバスに乗車し、 

体験会場までバス移動。（所要 

時間 4分） 

体験会場にて陸上講習後、カヤ 

ックを体験。 

自然観察組はそのままスター

ト。 

自然観察終了後、次はカヤック 

組として行動。 

体験終了後、次は自然観察組と 

して行動。 

を体験。 
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体験スケジュール例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 料  金 ] 別に料金表をご用意しておりますのでお問い合わせください。 

※料金にはカヤック体験のレンタル代（カヤック本体、パドル、フローティ

ングベスト）と各体験の指導料が含まれます。 

※半日あたり引率教員 2名までは無料でご参加いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 休暇村ホール・多目的広場駐車場集合 

   ・カヤック組と自然観察組に分かれる。 

・カヤック組はトイレを済ませ、体験会場までバス移動。 

9:10 体験開始 

・カヤック組はカヤック体験会場（もくもく自然塾キャンプセンター） 

にて体験開始。 

・自然観察組はトイレを済ませ、そのまま体験開始。 

10:20 各体験終了 

・カヤック組は休暇村ホール多目的広場駐車場にバス移動し、後半は 

     自然観察組として行動。 

・自然観察組はカヤック体験会場にバス移動し、後半はカヤック組と 

して行動。 

 10:40 カヤック体験、自然観察体験それぞれ開始。 

 11:50 体験終了 
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「カナディアンカヌー」は複数名で乗ることのできる船型の乗り物です。片側だけにブレード（水

かき）がついたパドル（漕ぐ道具）を使い、みんなで力を合わせて進みます。 

一般的に「カヌー」と言えばカナディアンカヌーのこと。アウトドア好きなら一度は体験してお

きたいアクティビティです。会話を楽しみながらのんびりと湖上散歩ができるのも魅力です。 

初めて乗ったときの不安定さ（転覆する可能性もゼロではありません）、水面からの目線の低さ（手

漕ぎボートとの違い）、バディーを組む友達と協力し自分たちだけでカヌーを操作できたときの

楽しさ（達成感）等、普段の生活では体験できない多くのことを大自然の中で実践することによ

り、自分自身や友達の新たな発見が期待できます。 

 

[ 実施時間 ] 体験時間は、午前または午後の 1～2 時間でご設定いただけます。 

※午前は 8:00～12:00、午後は 12:30～16:00の範囲内でご設定ください。 

[ 定  員 ] 40 名（20 艇） 

※奇数の場合は 1艇のみ三人乗りで対応いたします。 

※「三人乗りカナディアンカヌー体験」との同時進行はできません。 

※参加人数の最終決定は催行日の 14日前までにお願いいたします。それ 

以降の大幅な人数増加はお受けできない場合もございます。 

[最少実施艇数] 14 名（7 艇） 

        ※小規模校で艇数に満たない場合はご相談ください。 

[ガイドレシオ] 1：7（生徒さんのカヌー7艇に対し、ガイドが 1名付きます。） 

(4) 二人乗りカナディアンカヌー体験 
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[ 体験場所 ] 曽原湖（曽原湖カヌー桟橋発着） 

         ※更衣室およびトイレはございません。 

         ※「カヤック体験」とは発着場所が異なります。 

[ 服装・履物 ] 濡れてもよい服装（学校指定ジャージ等）、履物でご参加ください。 

         帽子も熱中症防止や雨天時の低体温症防止に効果的です。 

         小雨程度であれば実施可能ですので、雨具（傘は不可）をご用意ください。 

         ※ほとんど沈（転覆）することはありませんが、不安定な乗り物ですので 

その可能性はございます。心配な場合は着替えをご用意ください。 

※沈（転覆）により濡れた場合のみ、着替え場所をご用意いたします。 

[ 持 ち 物 ] 基本的に手ぶらで結構です。天気によっては、熱中症防止のために水筒を 

お持ちください。 

                  ※メガネ、カメラ等個人の持ち物は各自で管理してください。紛失、破損の

責任は主催者側では負いかねます。 

[ 体験の流れ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休暇村ホール・多目的広場駐車場（「体験学習会場アクセスマップ」参照）で 

インストラクターと待ち合わせ。 

（すぐに体験ができる服装・履物でご集合ください。） 

休暇村ホール・多目的広場駐車場で必ずトイレを済ませ、再度バスに乗る。 

（体験会場にトイレ、更衣室はありません。） 

インストラクターが体験会場までバスを先導し、移動。（所要時間 3分） 

体験会場にて陸上講習後、カヌーを体験。 

体験終了後、体験会場にてそのまま解散。 

（または、休暇村ホール・多目的広場駐車場に戻り解散。） 
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体験スケジュール例 

 

 

[ 料  金 ] 別に料金表をご用意しておりますのでお問い合わせください。 

※料金にはカヌー体験のレンタル代（カヌー本体、パドル、フローティング

ベスト）と各体験の指導料が含まれます。 

※引率教員 2名（1艇）までは無料でご参加いただけます。 

[ 備  考 ] 50 名以下の団体様が複数アクティビティに分かれての体験をご希望の場合、

各アクティビティの受け入れ人数枠を当社規定のガイドレシオ（ガイドと 

参加者の人数比）のガイド 1名あたりの最大値に調整させていただく場合が 

ございますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 休暇村ホール・多目的広場駐車場集合 

トイレを済ませ、体験会場までバス移動 

9:15 カヌー体験会場（曽原湖桟橋）到着 

・フローティングベストの配付 

9:20 講習開始 

・フローティングベストの着用と陸上でのパドル操作（パドリング） 

・沈（転覆）しないための注意、転覆したときの対処（セルフレス 

キュー） 

9:45 湖上に出て練習 

9:55 カヌーツーリングスタート 

    ↓ 

10:45 体験終了 

・カヌーの片付けとフローティングベストの返却 

11:00 解散 
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アクティビティに割く予算が少なくて…という学校様に朗報です。このすばらしい裏磐梯の自然

を、よりリーズナブルにお楽しみいただけるよう設定したのが三人乗りカナディアンカヌー体験

です。 

カヤックに比べると操作がいくらか難しいカナディアンカヌーも、三人乗りなら性別や体力の有

無を気にせず楽しめる乗り物になることでしょう。 

[ 実施時間 ] 体験時間は、午前または午後の 1～2 時間でご設定いただけます。 

※午前は 8:00～12:00、午後は 12:30～16:00の範囲内でご設定ください。 

[ 定  員 ] 60 名（20 艇） 

※1艇あたりの総体重が 200kg以内であることが受け入れ条件となります。 

※3で割り切れないご人数の場合は、二人乗りで調整いたします。 

※「二人乗りカナディアンカヌー体験」との同時進行はできません。 

※参加人数の最終決定は催行日の 14日前までにお願いいたします。それ 

以降の大幅な人数増加はお受けできない場合もございます。 

[最少実施艇数] 21 名（7 艇） 

[ガイドレシオ] 1：7（生徒さんのカヌー7艇に対し、ガイドが 1名付きます。） 

[ 体験場所 ] 曽原湖（曽原湖カヌー桟橋発着） 

         ※更衣室およびトイレはございません。 

         ※「カヤック体験」とは発着場所が異なります。 

(5) 三人乗りカナディアンカヌー体験 
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[ 服装・履物 ] 濡れてもよい服装（学校指定ジャージ等）、履物でご参加ください。 

         帽子も熱中症防止や雨天時の低体温症防止に効果的です。 

         小雨程度であれば実施可能ですので、雨具（傘は不可）をご用意ください。 

         ※ほとんど沈（転覆）することはありませんが、不安定な乗り物ですので 

その可能性はございます。心配な場合は着替えをご用意ください。 

※沈（転覆）により濡れた場合のみ、着替え場所をご用意いたします。 

[ 持 ち 物 ] 基本的に手ぶらで結構です。天気によっては、熱中症防止のために水筒を 

お持ちください。 

                  ※メガネ、カメラ等個人の持ち物は各自で管理してください。紛失、破損の

責任は主催者側では負いかねます。 

[ 体験の流れ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休暇村ホール・多目的広場駐車場（「体験学習会場アクセスマップ」参照）で 

インストラクターと待ち合わせ。 

（すぐに体験ができる服装・履物でご集合ください。） 

休暇村ホール・多目的広場駐車場で必ずトイレを済ませ、再度バスに乗る。 

（体験会場にトイレ、更衣室はありません。） 

インストラクターが体験会場までバスを先導し、移動。（所要時間 3分） 

体験会場にて陸上講習後、カヌーを体験。 

体験終了後、体験会場にてそのまま解散。 

（または、休暇村ホール・多目的広場駐車場に戻り解散。） 
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体験スケジュール例 

 

 

[ 料  金 ] 別に料金表をご用意しておりますのでお問い合わせください。 

※料金にはカヌー体験のレンタル代（カヌー本体、パドル、フローティング

ベスト）と各体験の指導料が含まれます。 

※引率教員 2名（1艇）までは無料でご参加いただけます。 

[ 備  考 ] 50 名以下の団体様が複数アクティビティに分かれての体験をご希望の場合、

各アクティビティの受け入れ人数枠を当社規定のガイドレシオ（ガイドと 

参加者の人数比）のガイド 1名あたりの最大値に調整させていただく場合が 

ございますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 休暇村ホール・多目的広場駐車場集合 

トイレを済ませ、体験会場までバス移動 

9:15 カヌー体験会場（曽原湖桟橋）到着 

・フローティングベストの配付 

9:20 講習開始 

・フローティングベストの着用と陸上でのパドル操作（パドリング） 

・沈（転覆）しないための注意、転覆したときの対処（セルフレス 

キュー） 

9:45 湖上に出て練習 

9:55 カヌーツーリングスタート 

    ↓ 

10:45 体験終了 

・カヌーの片付けとフローティングベストの返却 

11:00 解散 
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参加人数が三人乗りカナディアンカヌー体験の定員 60名を超え、1回での実施ができない規模の

学校様向けのプログラムです。2 つのグループに分かれ、一方のグループはカナディアンカヌー

体験後に自然観察体験、もう一方のグループは自然観察体験後にカナディアンカヌー体験を行い

ます。 

※半日あたりの総参加人数が三人乗りカナディアンカヌー体験の定員（60 名）以内の場合は、  

通常のカヤック体験＋自然観察体験の料金となります。 

[ 実施時間 ] 体験時間は、午前または午後の 2.5～3 時間（1時間 10分前後×2回＋ 

入れ替え時間 30分）でご設定いただけます。 

※午前は 8:00～12:00、午後は 12:30～16:30の範囲内でご設定ください。 

         ※体験時間には陸上講習の時間が含まれます。 

[ 定  員 ] 半日の場合 最大 120 名（三人乗りで 60名ずつ 2回実施） 

１日の場合 最大 240 名（三人乗りで 60名ずつ 4回実施） 

※体験は二人乗りまたは三人乗り（ただし、1 艇あたりの総体重が 200kg 以

内であること）のどちらか一方のみご選択ください。端数が出た場合のみ、

それぞれ三人乗りまたは二人乗りで調整いたします。 

※参加人数の最終決定は催行日の 14日前までにお願いいたします。それ 

以降の大幅な人数増加はお受けできない場合がございます。 

[最少実施人数] 半日あたり 61 名（30名と 31名で 2回実施） 

[ガイドレシオ] 1：7（生徒さんのカヌー7艇に対し、ガイドが 1名付きます。） 

[ 体験場所 ] カナディアンカヌー体験 

曽原湖（曽原湖カヌー桟橋発着） 

           ※更衣室およびトイレはございません。 

(6) カナディアンカヌー＆自然観察体験 

～61 名以上の団体様限定～ 
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自然観察体験 

レンゲ沼・中瀬沼探勝路（休暇村ホール・多目的広場駐車場発着） 

※磐梯山噴火の影響を受けた地形や植生などを目の当たりにできる、 

裏磐梯らしさ満載のフィールドです。 

[ 服装・履物 ] 濡れてもよい服装（学校指定ジャージ等）、履物でご参加ください。 

         帽子も熱中症防止や雨天時の低体温症防止に効果的です。 

         小雨程度であれば実施可能ですので、雨具（傘は不可）をご用意ください。 

         ※カヌーはほとんど沈（転覆）することはありませんが、不安定な乗り物で 

すのでその可能性はございます。心配な場合は着替えをご用意ください。 

※沈（転覆）により濡れた場合のみ、着替え場所をご用意いたします。 

[ 持 ち 物 ] 基本的に手ぶらで結構です。天気によっては、熱中症防止のために水筒を 

お持ちください。 

                  ※メガネ、カメラ等個人の持ち物は各自で管理してください。紛失、破損の

責任は主催者側では負いかねます。 

[ 体験の流れ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休暇村ホール・多目的広場駐車場（「体験学習会場アクセスマップ」参照）で 

インストラクターと待ち合わせ。 

（すぐに体験ができる服装・履物でご集合ください。） 

休暇村ホール・多目的広場駐車場で必ずトイレを済ませる。 

（カヌー体験会場にトイレ、更衣室はありません。） 

。（体験会場にトイレ、更衣室はありません。） 

カヌー組はバスに乗車し、体験会 

場までバス移動。（所要時間 3分） 

体験会場にて陸上講習後、カヌー 

を体験。 

自然観察組はそのままスタート。 

自然観察終了後、次はカヌー組と 

して行動。 

体験終了後、次は自然観察組とし 

て行動。 

を体験。 
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体験スケジュール例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 料  金 ] 別に料金表をご用意しておりますのでお問い合わせください。 

※料金にはカヌー体験のレンタル代（カヌー本体、パドル、フローティング

ベスト）と各体験の指導料が含まれます。 

※半日あたり引率教員 2名までは無料でご参加いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 休暇村ホール・多目的広場駐車場集合 

   ・カヌー組と自然観察組に分かれる。 

・カヌー組はトイレを済ませ、体験会場までバス移動。 

9:10 体験開始 

・カヌー組はカヌー体験会場（曽原湖桟橋）にて体験開始。 

・自然観察組はトイレを済ませ、そのまま体験開始。 

10:20 各体験終了 

・カヌー組は休暇村ホール多目的広場駐車場にバス移動し、後半は自然 

     観察組として行動。 

・自然観察組はカヌー体験会場にバス移動し、後半はカヌー組として 

行動。 

 10:40 カヌー体験、自然観察体験それぞれ開始。 

 11:50 体験終了 
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お申し込み方法 

(1) 「ご希望のお日にち」および「時間帯（午前、午後、一日）」、「ご希望のプログラム」、「体験

人数」をお知らせください。 

(2) 任意の書式の予約依頼書を FAXまたは Eメール添付でお送りください。 

(3) 弊社で必要となる情報を聞き取りさせていただきますのでご協力ください。 

(4) 行程表ができあがりましたらお送りください。 

 

キャンセル規定 

[体験のご予約を取り消した場合のキャンセル料] 

15日前まで：無料    14日前～8日前：半額    7日前以降：全額 

※当日集合前に悪天候等の理由により主催者側の判断で催行を中止した場合は、上記キャンセ

ル料の対象外となります。 

※当日集合後（実施前）に主催者側の判断で催行を中止した場合は上記キャンセル料の対象外

とはなりますが、体験の準備費用としてガイド 1 名あたり 3,000 円のキャンセル料をご請求

いたします。 

[体験人数が減少した場合のキャンセル料]  

前日 19:30まで：無料     左記以降：全額 

※午後の体験における、当日午前の人数変更についても上記キャンセル料の対象となります。 

※人数の減少により該当プログラムの最少催行人数を下回った場合は、プログラム自体の催行

はいたしますが、最少催行人数分の料金を頂戴いたします。 

※催行日の 14日前以降に、最初のご予約人数より 40%以上の人数減少があった場合は、減少

した人数の半額分のキャンセル料をご請求いたします。 

 

悪天候時の対応について 

(1) 台風等により明らかな悪天候が予想される場合を除き、主催者側の天候による催行判断は 

当日行います。（標高が高く、地形的な影響もあり天気予報の適中率があまり高くないため。） 

(2) 弱い雨（目安として 3mm未満）であれば実施可能ですので雨具（できれば上下セパレートタ

イプが望ましい。傘は不可。）をご用意ください。 
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複数プログラム実施時のガイド手配について 

複数プログラムを同時実施する場合のガイド手配は、当スクールが実施する研修を受けた同レベ 

ルのガイドを、業務提携している他団体から手配する場合がございます。 

正スタッフ、サポートスタッフについては、ホームページ（https://moku2-outdoor.com/）で

ご確認ください。 

 

傷害保険/賠償責任保険について 

参加費、ガイド料にはケガ等に対応する傷害保険代は含まれておりません。参加費を抑えるため

の措置としてご理解いただければ幸いです。保険加入をご希望の場合は前日までにご連絡くださ

い。 

[ 保険会社 ] ＡＩＧ損害保険 

[ 保 険 代 ] 1名 100 円： トレッキング、リバートレッキング、スノーシュー 

1名 200 円： サイクリング 

1名 400 円： 登山、カヌー・カヤック、ネイチャースキー 

[ 補償内容 ] 死亡      ： 700 万円 

後遺障害  ： 障害等級に応じて死亡保険金額の 4～100% 

入院(日額) ： 6,000 円（180 日限度） 

通院(日額) ： 4,000 円（90 日限度） 

また、スタッフの過失により発生した事故で法律上の賠償責任を負ったときは、下記内容の保険

に加入しています。 

[ 保険会社 ] あいおいニッセイ同和損保 

[ 補償内容 ] 対人賠償  ： 1 事故 5 億円限度 
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主催・お問い合わせ・お申し込み先 
 日本カヌー連盟公認スクール 

福島県ツーリズムガイド連絡協議会会員 / 裏磐梯エコツーリズム協会会員 

裏磐梯教育旅行誘致委員会会員 / 裏磐梯観光協会会員 / 猪苗代観光協会会員 

 裏磐梯 もくもく自然塾 
〒969-2701 

福島県耶麻郡北塩原村桧原曽原山 1096-439 合同会社はれがさやガイド本舗内 

TEL：0241-23-9018 / FAX：024-505-4826 

URL：https://moku2-outdoor.com/ 

E-mail：info@moku2-outdoor.com 

 

スタッフ取得資格 

・日本自然保護協会自然観察指導員        ・日本赤十字救急法救急員 

・第 4 級アマチュア無線技士           ・ふくしま認定ツーリズムガイド 

・日本カヌー連盟公認指導員           ・自然体験活動リーダー 

・ノルディックウォーキングインストラクター   ・ネイチャーゲームリーダー 

・学校支援リーダー               ・日本ウォーキング協会指導員 

・プロジェクトワイルドエデュケーター      ・プロジェクト WET エデュケーター 

・福島県スキー連盟ネイチャースキー指導員    ・日本体育協会スポーツリーダー 

・日本スノーボード協会 C 級インストラクター   ・メディックファーストエイド 

  ・TMCA ツリーイングインストラクター       ・福島県自然保護指導員 

・日本山岳ガイド協会登山ガイド         ・日本山岳ガイド協会スキーガイド 

・インタープリテーション協会インタープリター  ・CONE NEAL コーディネーター 

・CONE リスクマネジメントディレクター      ・磐梯山ジオパークジオガイド 

・上級救命講習修了               ・星空案内人（準案内人） 

・日本テレマークスキー協会公認指導員      ・尾瀬認定登山ガイド 

・日本マウンテンバイク協会普及指導者      ・尾瀬認定自然ガイド 

・SAJ スキー準指導員              ・SAJ スノーボード指導員 

・レスキュー3 SRT-1              ・レスキュー3 TRR-T 

・日本雪合戦連盟公認審判員           ・野外災害救急法アドバンスレベル（国際資格） ほか 

 

 

もくもく自然塾 教育旅行カヌー・カヤックパンフレット（2021年 10月版） 

※この資料は予告なく内容が変更される場合がございます。 


