平成30年度

体験プログラムについて

団体利用案内

◆ご利用日が平日の場合
⇒「平日団体様向け体験プログラム案内」別紙
学校や保育園等の団体に、野外のフィールドや自然素材を活用し、あそびを通じて子どもたちが主体
となって活動できる体験プログラムを提供しています。
＊定員を超える場合にはグループに分かれて活動する場合もございます。
＊野外での活動をされる場合は雨天案についてもご希望をお知らせください。

平成 30 年 11 月 1 日（木）～平成 31 年 3 月 31 日（日）は、施設の改修工事に伴い、施設休館と
させていただきます。休館期間中は、仮設事務所にて営業しておりますので、平成 31 年 4 月～の予約
につきましては、お電話にてご予約ください。

◆ご利用日が土曜・日曜・祝日・夏休み期間等の場合
⇒「週末・体験プログラム・イベント案内」別紙
季節ごとに楽しめる自然体験や工作体験・ウォークラリーなど、王国のあそびがつまった体験プログラムです。

◇ご利用日に開催している体験プログラムの内容よりお選びください。

◆利用申込の流れ◆

◇体験プログラムは、9：30～15：00の間でご希望の時間をお知らせください。
ご予約が混み合っている場合は、時間を調整させていただきます。
種類

料金

定員 所要時間

内容

9：30 ～
15：00

自然素材を使った工作体験や、夏期
は自由研究をテーマにした体験。季
節により開催している体験が異なり
ますので週末体験をご覧ください。

詳しくは週末体験をご覧ください。
生き物クイズ
ラリー

\300

野 外
ウォークラリー

なし

→

日時・おおよその人数
ご利用内容をお知らせ下さい。

地図を頼りにチェックポイントを周
り、生き物のヒントを得ながら、そ
の正体を探るウォークラリー

9：30 ～

（最終受付） 制限時間(60分)内に地図の範囲内

２週間前まで

日程の ②「団体利用申込書」の提出
調整 FAXまたは郵送でお送りください。

③利用内容の確定
日程・利用内容・最終人数を
お知らせ下さい。

確定後の内容
人数の変更は
その都度ご連絡
ください。

当日

からより多くのポイントを集める
ウォークラリー

70分

１ヶ月前まで

＊活動日程が外遊びのみの団体もご予約・申込書の提出が必要となります。
＊利用日に他の団体のご利用がある場合、時間・会場等を調整させていただくことがございます。
＊お見積りが必要な場合はご相談ください。
＊利用される施設や場所等の確認のため、事前の下見をおすすめいたします。
下見は対応ができない日もございますので、事前にご連絡下さい。

14：30

ポイントラリー
（受付）
なし
\500
体験工房つぶらや

雨天時

60分

６ヶ月前～受付開始
①ご予約：お電話にて

利用時間

児童館キューブ
￥300～
40名
60分
・
体験工房つぶらや ※キューブの体験は定員や開催時間が異なります。

団体利用申込書について

朝8：30 ～ 9：00

始めと終わりにプレイリーダーからの説明があります。
ラリー体験中はスタッフがつきませんので、必ず大人の方が同行してください。

人数の変更がありましたら
出発前にご連絡ください。
到着後の食事や体験の
人数変更は対応できません。

①工作に変更（予約状況によります。事前に種類・数量をお選びください。）
②館内ラリー（施設内でのウォークラリー）（\100）

＊雨天時のみの体験のお申込はできません。
＊子どものみが工作やウォークラリーをする場合、大人の方の料金はかかりません。（安全管理をお願いします。）
＊工作は参加人数が多い場合、グループにわけ、時間を調整して体験していただきます。

到着

お支払い

代表の方は本館フロントで
受付を行ってください。

最終人数の確認を行います。

①現金支払
②後日振込

領収証の必要な方は
事前にお知らせください。

【バスの駐車場について】
大型バスは基本的には河川駐車場へお願いいたします。
当日の予約状況により場所の変更をお願いする場合もございますので、フロントにてご確認ください。
≪お支払いについて≫

スケジュール案
9：30～

15：30

14

→
★お土産に★

王国オリジナル
ガルクルクッキーも
おすすめ！
いちご味・チョコ味
（1枚 130円）

出発

30

→

◆振込◆

こども自然王国

→

フリータイム

13

（館内・野外遊び・温泉・お土産など）

体験プログラム② 工作・野外ラリー
（開始時間 時～ 時 分）

→ →

昼食 （バーベキュー・お弁当・カレー）

１４:３０まで

12：00 13：00

フリータイム （館内・野外遊びなど）

11

休憩室

到着

体験プログラム① 工作・野外ラリー
（開始時間９時 分～ 時）

こども自然王国

→

30

10：30

・現金支払または振込でお願いいたします。（クレジットカードは使えません）
◆現金支払◆ 平日利用の場合⇒本館フロントにて承ります。
土日・祝日・夏休み期間⇒体験・食事・BBQ等は各会場でお支払いください。
貸部屋等施設利用のお支払いは、フロントにて承ります。
領収証の発行も可能ですので、必要な場合はお知らせください。
請求書は後日郵送にてお送りいたします。
振込手数料は、お客様のご負担となります。手数料を引かずにご入金ください。
また、金融機関でのお振込受領証が領収証となりますが、当館の領収証が必要な場合はお知らせください。

≪キャンセルについて≫
・キャンセル料は、1週間前～前々日まで30％、前日50％、当日80％になります。
・利用日程の変更、または利用を中止される場合はお早めにご連絡ください。

≪送迎について≫
・当館では送迎のサービスを行っておりません。

新潟県立こども自然王国
〒945‐1505 新潟県柏崎市高柳町高尾30-33

TEL 0257-41-3355

FAX 0257-41-3515

受付時間

休館日：月曜（祝日の場合はその翌日）

9：00 ～ 17：00

お食事について

施設利用について

お食事のご注文を承ります。2週間前までにお申込ください。

入館料は無料です。
大型遊具のある「わんぱく広場」、こども自然王国本館「児童館キューブ」「プレイホール」は、
来館した一般の方にもご利用いただけるよう開放されています。
皆様に気持ちよくご利用いただけるよう、ご協力をお願いします。

◆お弁当・カレー◆
種類

料金

備考

当日の受付

幕の内弁当（280mlペットボトルお茶付） \1,000

＊主催事業や他の団体様の体験等のご予約で、利用できない日もございます。詳しくはお問い合わせください。

おにぎり弁当（おにぎり２個とおかず）

プレイホール
（体育館）

会議室

※休日は主催事業及び一般開放を優先いたしますのでご了承ください。

《貸切料金》

【午後】
13：00～17：00

【夜間】
18：00～21：00

超過1時間毎

プレイホール
会議室

\6,500
\2,700

\8,000
\3,700

\7,000
\4,100

\2,100
\900

オムライス丼

荷物置き場や休憩利用などにご利用いただけます。ご利用希望の場合は事前にご予約が必要です。
休憩室
飲食物のお持込、寝具のご利用はできません。（温泉は別料金となります）
【本館2階宿泊室】 ※当日申請書にご記入いただきますので、印鑑をご持参ください。

料金

利用時間

当日の受付

\2,600

10：30～14：30
※ お時間の変更や延長はできません

フロント

飲み物

料金

３歳～小学生

\150

大人（中学生以上）

\300

500mlペットボトル

\160

280mlペットボトル

\130

利用時間

当日の受付

12：00～17：00まで（受付終了16：30）

フロント

お弁当をご注文の場合、お食事時間のみ(11：30～13：00)無料で休憩室をご利用いただけます。（15名1室程度）
ただし、お部屋の空きがない場合や人数の多い団体は屋根つき広場等をご案内する場合がございます。
また、弁当部屋については、お食事のためにご用意する場所ですので、休憩などのご利用の場合は、
有料の休憩室をご予約ください。

団体コース

料

金

内

容

（すべて管理料\100込）

当日の受付

豚肉 \1,500 【器具】足つきコンロ(炭・着火材・鉄板・うちわ)
大

人

※注文数に応じてご用意いたします。（台数指定不可）
トング・フライ返し(コンロ1台につき各1本ずつ)、はし、皿
【食材】お肉（大人200 g、子ども100 g）、焼きそば130ｇ、
野外わんぱく
豚肉 \1,000
野菜（キャベツ玉ねぎ他）、フランク１本、
広場内
｢ゆめくら｣
ハンバーグ１個（子どものみ）、
牛肉 \1,300
飲み物（大人ﾍﾟｯﾄボトルお茶１本、子ども紙パックジュース１本）

牛肉 \1,800

※土・日・祝祭日及び当館が定める夏休みの期間のみ営業。
平日ご利用希望の場合は事前にご予約が必要です。（2週間前までにご予約ください）

料金

利用時間

当日の受付

30分 300円
（1台ずつ乗り換え自由）

9：00～16：30まで

野外売店
「ゆめくら」

＊小学校4年生未満のお子様は１人で乗ることができません。必ず大人の方の付き添いをお願いします。

平日利用
の場合

屋根付き広場にご用意いたしますので レストラン
各自で盛り付けをお願いします。
ブルーシートをお貸しいたします。 「もりもり亭」

《お弁当部屋について》

＊湯タオル販売\200、バスタオルレンタル￥100

おもしろ自転車

\500

カレーライス（冷水付）

麦茶、緑茶、ポカリスエットなど

＊バーベキュー広場の利用にあたっては、1人1回100円（3歳以上）の管理清掃料をいただきます。
＊BBQ団体コースのお客様は、優先的にあづまや・テントをお使いいただけます。
ご予約は１０名様以上から承ります。必ず全員分でお申込ください。
場所は当日、野外担当より指定させていただきます。

※土・日・祝祭日及び当館が定める夏休みの期間のみ営業。
平日ご利用希望の場合は事前にご予約が必要です。

温泉（1回につき）

\500

◆バーベキュー・野外炊事◆

＊宿泊室を使用するため、ご利用いただけない場合もございます。お問い合わせください。

温泉

フロント

そぼろ丼

＊雨天時のみの貸切・直前のキャンセルはお受けできません。

1室
（和室14畳）

各種１０個以上から
ご注文ください。

お弁当 ハンバーグ弁当
タレカツ丼

【午前】
9：00～12：00

休憩室

\600

からあげ弁当

貸切予約を承ります。

＊ご希望の利用時間をお知らせください。(カキ氷等の野外売店を利用希望の場合もお知らせください。）
＊他に団体様の利用がない場合 おもしろ自転車貸切（30分）10,000円もございます。（要予約）

【施設利用上のお願い】
＊館内はすべて禁煙となっております。野外指定場所にて喫煙ください。
（宿泊利用の場合、23：00～翌朝5：00までは施設を施錠いたします。）
＊当館は児童館ですので、子どものお手本となるような公共マナーをお守りください。
（飲酒・喫煙は控えめにお願いします。）
＊ブルーシート等でのスペースの占領行為や他の人の迷惑になる行為ご遠慮ください。
＊ペット同伴でのご利用はご遠慮ください。（身体障がい者補助犬は除きます。）
＊衛生管理上、館内への飲食物のお持込はご遠慮ください。
＊貸出品や備品等を破損した場合には実費をいただきます。

小学生
幼 児
ミニセット

\3０0

フランク1本、ジュース1本、はし、皿のセット
※3歳以上小学生未満は管理料100円のみも承ります。

＊その他野外炊事における食材や用具の貸出については、「キャンプ・バーベキューレンタル販売一覧」を
ご覧ください。スペースに限りがあるため、場所につきましては食材等ご注文いただいた方から優先となります。
＊食材につきましては、利用日３日前からキャンセル及び数量の変更はできません。
＊準備・後片付けは、セルフサービスとなっております。
（食材は切った状態でお出ししますが、コンロへの点火・調理等はお客様の方でお願いいたします。）
＊レンタル器具は、きれいに洗ってから返却していただきます。炊事場に洗剤・たわし等は備えつけの
ものがございますが、必要に応じて軍手・クレンザーなどをお持ちください。
＊バーベキュー広場への車の乗り入れはできません。台車の貸出がございますのでお声かけください。

◆レストラン「もりもり亭」◆
ランチタイム11：00～14：30（お子様メニュー・ラーメン・定食など）※券売機にて食券をご購入ください。

＊ご持参いただいた昼食について＊
野外広場または屋根つき広場をご利用ください。お持込によるゴミはお持ち帰りください。
また、他の団体の利用がある場合や雨天の場合には、場所とお時間を指定させていただく場合が
ございますので、事前にご相談ください。
原則的に館内の施設への飲食のお持ち込みはできません。指定の場所での飲食にご協力ください。

