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もくもく自然塾のリバートレッキング、MTB 体験 

1888年の磐梯山の噴火でできた裏磐梯高原は、大小の湖沼が点在し、風光明媚なアウトドア

フィールドです。 

福島県内で唯一の日本カヌー連盟公認スクールであるもくもく自然塾は、他にもさまざまな

アウトドアアクティビティのガイドサービスを行っております。複数のアクティビティを組

み合わせることにより、生徒さんの好みに合わせた体験を提供することが可能です。 

もくもく自然塾は福島県内で唯一の日本カヌー連盟公認スクール（2021 年 10 月現在）であ

り、地域で唯一の日本山岳ガイド協会認定ガイドが所属するガイドカンパニー。本物の体験

に“安全に”“安心して”ご参加いただくのがモットーです。 
 

(1) 有資格ガイドが所属 

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、日本山

岳ガイド協会認定ガイド、レスキュー3（水難レスキュー資格）、日本マウンテンバイク協会普

及指導者等の資格を所持したガイドが所属しております。 

また、プログラムごとに、担当ガイドとして必要なスキルを再確認するための社内研修を毎年

行っております。 

※餌釣り・ルアーフィッシング体験については、「3373 フィッシングクラブ」に外部委託して

おります。 

(2) ガイドレシオを明確に設定 

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、生徒さんの安全と安

心、満足度に配慮し、プログラムごとにガイドレシオ（ガイド 1名で生徒さん何名まで、また

はカヌー・カヤックなら何艇までを引率するか）を明確に設定しております。 

(3) フィールドの下見の徹底（リバートレッキング） 

川遊びには増水や鉄砲水、ストレーナー（障害物）等の危険性が伴います。当スクールでは、

まずはシーズン初めにコース全体のストレーナー除去作業を実施し、大雨があるたびに川の水

量を確認しています。 

また、体験日前の数日以内および体験日当日に降雨があった場合、担当ガイドが当日朝に水量

の確認して催行可否の判断を行っております。 

(4) 歩道を使用できるコース設定（MTB 高原サイクリング） 

サイクリングコースは公道や林道で設定しています。自動車も通行する公道においては、でき

るだけ自転車通行可の歩道を利用できるようなコース設定にし、安全に配慮しています。 

また、担当ガイドが無線機を携帯することにより、行動中の安全管理や緊急時の迅速な対応が

可能です。 
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ロープにつかまって斜面を下る。急流に逆らい小さな滝を乗り越える。足の着かない深さを泳

ぐ・・・リバートレッキングは最もアクティブな体験のひとつです。 

水と親しむためには、川を眺めているよりその中に入って身体で感じることが大切だと考えます。 

普段の生活で、川の中を歩く行為自体する機会が少なくなった今の子供たち。流れの速さ、強さ、

そして冷たさを肌で感じ、普段何気なく眺めている川や、飲料や電力を生み出す水を見つめ直す

きっかけにしてください。 

水温 15度前後の川で全身ずぶ濡れになるため、体験時期は 5月下旬から 9月中旬までをお勧めい

たします。 

[ 実施時間 ] 体験時間は、午前または午後の約 2～2.5 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、自由に 2～2.5 

時間の体験時間をご設定ください。 

         ※基本体験時間には体験場所までの移動時間が含まれます。 

[ 定  員 ] 20 名 

※移動車両の定員があるため、定員以上の参加はできません。 

※引率教員が 1名は必ずご同行ください。 

※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。 

[最少実施人数] 8 名 

[ガイドレシオ] 1：10（生徒さん 10名に対し、ガイドが 1名付きます。） 

[ 体験場所 ] 裏磐梯エリアにある川 

         ※コースは設定時間と当日の水量によって担当ガイドが判断いたします。 

(1) リバートレッキング（沢歩き）体験 
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         ※ガイドとの合流場所「休暇村ホール・多目的広場駐車場」から体験場所の

川までの移動時間は片道 15～20分程度です。 

[ 服装・履物 ] 水着の上に、濡れてもよい長袖・長ズボン（学校指定ジャージ等）で 

ご参加ください。 

         ※擦り傷防止のため、できるだけ肌を露出しない服装でお願いいたします。 

   ※体験終了後の濡れた衣類の着替えは、バス内または駐車場のトイレをご利 

用ください。 

         ※ウェットスーツのレンタルをご希望の場合は、別途有料（1,500円/名）で

手配いたします。その場合は、水着だけご用意ください。 

[ 持 ち 物 ] 滑りやすい岩の上や流れの強い水の中などを歩きますので、安全のために 

手ぶらでご参加ください。 

 メガネをかけている方は、メガネバンドをお持ちください。 

                  ※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。 

[ レンタル装備 ] 弊社でご用意するレンタル装備は、以下の 3点です。 

 (1) ヘルメット 

(2) 沢歩き用シューズ（フェルト底） 

(3) フローティングベスト（ライフジャケット） 

[ 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、装備を合わせる。 

（体験場所にトイレはありません。） 

弊社車両に乗り、体験場所へ移動。（所要時間約 15～20分） 

体験場所にて、リバートレッキングを体験。 

体験終了後、弊社車両で休暇村ホール・多目的広場駐車場に戻り解散。 

（そのまま濡れた衣類を着替える） 
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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、装備レンタル代（ヘルメット、沢歩き用シューズ、フローティ

ングベスト）と指導料が含まれます。 

※引率教員 1 名は無料（ただし、ウェットスーツは有料）でご参加いただけ

ます。 

[キャンセル料] 体験のご予約を取り消した場合 

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、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 

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。 

 

 

9:00 休暇村ホール・多目的広場駐車場に集合 

トイレを済ませ、装備品を配付後、体験場所まで弊社車両で移動 

9:30 リバートレッキング体験場所に到着 

9:40 事前講習 

・装備品の着用と歩き方の講習 

・ケガをしないための諸注意 

9:50 出発 

    ↓ 

11:00 体験終了 

装備品の返却後、弊社車両で休暇村ホール・多目的広場駐車場に移動 

11:30 解散 

     駐車場のトイレで着替え 
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[ 備   考 ] ・体験当日に晴天でも、前日までの天気によっては増水等の理由により実施 

できない場合もございます。その場合、定員に余裕のある他のプログラム 

への変更をお願いしておりますのでご了承ください。 

・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。 

・体験時間とは別に、着替えの時間（前後で合計 30分ほど）を設けてくださ

い。ウェットスーツのレンタルをご希望の場合は、さらに 15分ほど着替え

の時間に余裕を持つことをおすすめいたします。 
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高原の爽やかな風の中、MTB（マウンテンバイク）サイクリングを楽しみながら裏磐梯の自然に親

しみます。移動に自転車を利用しますので行動範囲が広がり、普段の車や電車による移動では気

づくことのない多くの情報を得ることができます。また、他の体験の様子を見学することができ

る唯一の体験でもあります。 

究極の省エネ交通機関とも言える自転車。環境にはもちろん、健康にもやさしい自転車活用が、

CO2 削減による温暖化防止や健康増進にどれだけ貢献しているかを感じ取ることができるはずで

す。 

[ 実施時間 ] 体験時間は、午前または午後の 1.5～2 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の範囲内であれば、自由に 1.5 

～2時間の体験時間をご設定ください。 

[ 定  員 ] 20 名 

※引率教員が 1名は必ずご同行ください。 

※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。 

[最少実施人数] 10 名 

[ガイドレシオ] 1：12（生徒さん 12名に対し、ガイドが 1名付きます。） 

[ 体験場所 ] 休暇村ホール・多目的広場駐車場スタート・ゴールの高原周遊コース 

         ※コースは設定時間によって担当ガイドが判断いたします。 

[ 服装・履物 ] 運動に適した服装（学校指定ジャージ等）、履物、汚れてもよい手袋 

（軍手等）でご参加ください。 

(2) MTB 高原サイクリング体験 
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         雨天時の体験をご希望の場合は、上下セパレートタイプの雨具（傘や 

ポンチョ、丈の長い雨具は使用禁止）をご用意ください。 

[ 持 ち 物 ] 水筒やカメラなど荷物をお持ちになる場合は、安全のためにデイパック等、 

両肩で背負うバッグをご用意ください。 

                  ※バッグは両肩ベルトの長さをしっかり調整し体にフィットさせ、余分な 

ベルトは結んで短くしてください。タイヤやギアに巻き込んで転倒や 

汚れる原因となります。 

                  ※水筒、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。 

[ レンタル装備 ] 弊社でご用意するレンタル装備は、以下の 2点です。 

 (1) MTB（マウンテンバイク） 

(2) ヘルメット 

[ 体験の流れ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験スケジュール例 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、装備を合わせる。 

（体験時間とコースによってはコース上に数か所トイレがあります。） 

講習後、MTBサイクリングに出発。（主に裏磐梯の各湖を巡るコース） 

MTBで休暇村ホール・多目的広場駐車場に戻り解散。 

9:00 休暇村ホール・多目的広場駐車場に集合 

トイレを済ませる 

9:10 ヘルメット、MTBを配付後、事前講習 

・MTBのサイズ合わせ、不具合チェック 

・スタート＆ストップ、ブレーキング、ギアチェンジの仕方 

9:30 サイクリング出発 

    ↓ 

10:50 休暇村ホール・多目的広場駐車場に戻り、ヘルメット、MTBを返却。 

11:00 解散 
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[ 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（MTB、ヘルメット）と指導料が含まれます。 

※引率教員 1名は無料でご参加いただけます。 

[キャンセル料] 体験のご予約を取り消した場合 

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 

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。 

[ 備   考 ] ・体験中、並列走行等の交通ルールを無視した行為が稀に見受けられます。 

ガイドが再三注意をしたにも関わらず改善されない場合は、危険回避のた 

めに体験を途中で中止する場合がございますのでご了承ください。 

・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。 
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環境省指定の特定外来生物である「ブラックバス」による生態系の問題が取沙汰されていますが、

裏磐梯の湖沼でも同じ問題を抱えています。 

裏磐梯に元々存在しなかった魚「ブラックバス」は、人間の身勝手で湖に入れられました。人は

経済のため、自身の娯楽のためには何をしてもいいのでしょうか。 

釣る行為や魚に問題があるのではなく、釣る「人」に問題があると私たちは考えます。自分で釣

りをすることによりその実態を理解し、考え、今自分たちで何ができるかを考えるきっかけにし

てもらいたいと思います。ですから、魚を釣ることが目的ではなく、広い視野で釣りを体験し、

マナーや危険性も同時に学習します。 

[ 実施時間 ] 体験時間は、午前または午後の 1.5～2 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、自由に 1.5～2時 

間の体験時間をご設定ください。 

[ 定  員 ] 餌釣り 30 名 

        ルアーフィッシング 30 名 

※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。 

※ルアーフィッシングでの釣果はあまり期待できません。釣る楽しさを体験 

したい場合は、餌釣りをお勧めいたします。また、10月 1日以降の体験を 

ご希望の場合はご相談ください。 

※餌釣りとルアーフィッシング、混合での体験も可能です。ただし、体験途 

中の変更はできませんのでご了承ください。 

[最少実施人数] 各 12 名 

[ 体験場所 ] 曽原湖「さざなみボート店」周辺 

※ガイドとの合流場所「休暇村ホール・多目的広場駐車場」から徒歩 2分。 

(3) 餌釣り・ルアーフィッシング体験 
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[ 服装・履物 ] 運動に適した服装（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。 

         雨天時の体験をご希望の場合は、雨具（傘は不可）をご用意ください。 

[ 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。 

                  ※水筒、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。 

[ レンタル装備 ] 主催者が用意するレンタル装備は、以下のとおりです。 

 餌釣り       (1) 釣竿（仕掛け付き）  (2) 餌 

ルアーフィッシング (1) 釣竿（リール、ルアー付き） 

[ 主催者情報 ] インストラクターは「3373（さざなみ）フィッシングクラブ」（福島県耶麻郡 

北塩原村桧原曽原山 1096-140 TEL：0241-32-2626）が担当します。 

ガイドレシオは、餌釣りが 1名のインストラクターに対し約 20名、ルアー 

フィッシングが 1名のインストラクターに対し 15名です。 

[ 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、体験場所へ徒歩移動。 

（所要時間約 3分） 

 

体験場所にて、餌釣りまたはルアーフィッシングを体験。 

体験終了後、徒歩で休暇村ホール・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。 

※料金にはレンタル代（餌釣りセットまたはルアーフィッシングセット）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。 

※用具を持参する方がいらっしゃる場合はご予約時にお申し出ください。（当

日の対応はできません。） 

ただし、ルアーまたはロッドのみ持参の場合の対応はできませんのでご了

承ください。 

[キャンセル料] 体験のご予約を取り消した場合 

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が、餌釣りの場合のみ参加者

1名あたり 400円（餌代）をご請求いたします。 

※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 円のキャンセル料および餌釣りの場合のみ参加者 1 名あた

り 400円（餌代）をご請求いたします。 

体験人数が減少した場合 

餌釣り 

3日前まで：無料   2日前～前日 19:30まで：400 円（餌代） 

上記以降 ：全額 

 

 

9:00 休暇村ホール・多目的広場駐車場に集合 

トイレを済ませる 

9:10 体験会場（曽原湖）へ徒歩移動 

9:15 用具を配付後、講習開始 

   ・釣りについての一般的な知識、講義 

   ・釣り竿の取り扱い方、振り方、餌のつけ方の指導 

9:30 餌釣りまたはルアーフィッシングを体験 

・指定された場所で陸地からの釣り 

・竿折れ、糸切れ等はスタッフが対処 

10:45 体験終了 

用具を返却し、休暇村ホール・多目的広場駐車場に徒歩移動 

11:00 解散 
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ルアーフィッシング 

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。 

[ 備   考 ] ・「ブラックバス」や「ブルーギル」は、特定外来生物に指定されているため

湖から持ち出すことができません。その場で湖にリリースすることになり 

ますのでご了承ください。 

・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。 
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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。 

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) 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。 

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保険会社 

[ 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） 
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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 

 

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 教育旅行リバートレッキング、MTB、釣りパンフレット（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。 


