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清清里里ミミーーテティィンンググ 22001188  事事前前資資料料    

第第１１報報                      

********************************************************************************************************** 

日本環境教育フォーラム「清里ミーティング2018」への参加申込をありがとうございます。 

 

この事前資料第１報には、当日の受付時間や交通手段などの基本的な情報が記載されています。 

より詳しいご案内は、「第 2 報」として 11 月上旬にお届け予定です。 

 

***************************** 事前資料第１報に含まれる資料 ********************************** 

 

１）事前資料第１報「開催までのお願い」 （この用紙です） 

２）ワークショップ希望調査用紙 

      →  10月 31日（水）締め切り です。 

         ワークショップの参加は先着順となりますのでご容赦ください。 

 

３）ワークショップの内容紹介 

４）ポスターセッション内容紹介 

５）前後泊プランのご案内 

 

 実施エントリーされている方は必ずお読みください。  

６）ポスターセッションのご案内  

７）フォーラムショップ出店のご案内 

８）ワークショップ報告書用原稿のご案内 



**************  清里ミーティング2018・開催までのお願い   *************** 

 ◆ 参加費のお支払い                                              

●参加費のお支払いは、「事前振込」をお願いいたします。 

振り込み期限は  11月12日（月） です。 

            

               

 ●全日参加：39,000 円(税込) 

 ●1 泊 2 日：27,000 円(税込) 

 ※ＪＥＥＦ会員／学生は各 5,000 円割引 

     ※お申込フォームの宿泊シングルご利用の方は、上記に 2泊 8,640 円・税込 

   （1泊につき 4,320 円）の追加料金が必要です。合わせた金額でお振込ください。 

    シングル・ツイン希望キャンセル待ちの方は、確定の連絡があるまでは、通常料金のままで 

    お振込ください。お振込後に確定しました場合、追加分を当日現金にてお支払いください。 

     ※JEEF会員か非会員かご不明の方は、お振込前に主催事務局までお問い合わせください。 

 

    

   三菱 UFJ 銀行 新宿支店（店番号 341）  

   普通口座 1081619  

   公益社団法人日本環境教育フォーラム  

    （コウエキシャダンホウジンニホンカンキョウキョウイクフォーラム）  

※口座名をカタカナで入力する際、文字制限の関係上すべて入力できないことがあります。 

    最大文字数まで入力いただければ、途中で名前が切れても問題ありません。 

※恐れ入りますが、振込手数料は各自ご負担下さい。 

※途中からのご参加、あるいは途中のお帰りの場合についての参加費割引はございません。 

  ※事前にご請求書が必要な方は、事務局までお問い合わせください。 

  ※必ず申込者様が分かるように、振込み名義名のご記名をお願いいたします。 

例）所属団体からお振込みの際も、申込者様のお名前もご記名頂けますと幸いです。 

  団体名でお振込みをされる場合は、その旨を必ず事務局までご連絡ください。 

 

 

◆ キャンセル(参加申込取消)について 

●参加のキャンセルについて 

キャンセルされる場合は、必ず事務局（kiyosato@jeef.or.jp）までご連絡下さい。 

既に参加費をお振り込みの場合には、キャンセル料を差し引いた金額を返金いたします。 

 

 

                                               

             

 

。 

 

ご連絡をいただいた日 キャンセル料 

15日前(11/1）まで キャンセル料なし 

14日前(11/2)～前日(11/15)まで  10,000円（税込） 

当日及び無連絡不参加 全額負担 

 ≪清里ミーティング 2018 参加費≫ 

 

≪お振込み先≫ 

≪清里ミーティング 2018のキャンセル料≫ 



◆ 食事について                        

 お食事について何らかの制限がある方は、必ず事前に事務局までご相談ください。 

可能な範囲で対応をさせていただきます。遅刻及び早退の方は、おおよその到着・出発予定時刻と 

共に、その前後のお食事の要・不要についてもご連絡いただきますようお願いいたします。 

 ※1 泊 2日でお申込みの方は、3食の料金となります。食事の追加をご希望の場合は、追加料金とな

りますのでご了承ください。 

 

◆ ワークショップの希望調査について         

 清里ミーティングでは、1日目・2日目に、選択制のプログラムを予定しております。 

別紙の「ワークショップ紹介」を参考に、それぞれ第 1 希望、第 2希望をお知らせ下さい。 

希望者多数の場合、ご希望に沿えない場合もあります。予めご了承下さい。 

尚、プログラムには参加せず、個人で自由に時間を使っていただくという選択肢もあります。 

締め切りは 10 月 31 日（水） です。  

申し込みは、先着順となります。お早めの返信に協力をお願いいたします。 

 

◆ ポスターセッションの実施について         

   2 日目夕方に参加者の皆さまの活動紹介の場として、ポスターセッションの時間をご用意しており

ます。10 月 10日現在、ポスターセッション実施枠には空きがありますので、ぜひこの機会をご活用く

ださい。実施ご希望の方は、事務局までご連絡ください。 

 

◆ 保険について 

 清里ミーティングでは、ご参加される皆様に対して、下記の保険に加入しています。 

（１）期間中、参加者自身がケガ・もしくは死亡した場合（レクリエーション傷害保険） 

（２）指導のミスや管理監督の不備により参加者自身の身体や財物、その他の第三者の財物に損害を与え、 

法律上の損害賠償責任を負った場合（事業活動包括保険） 

 

 

※ 当日タイムテーブルは、ウェブページまたは第2報にてご確認ください。 

※ 早朝ワークショップ、フォーラムショップ、宿泊に関する詳細、荷物の発送については第2報でご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ 当日の集合・受付について 

   ●集合時間：11月 16日（金）10：30より受付を開始いたします 

         13：00 より開会式が始まりますので、それまでにお越しください。 

   ●受付場所： 清泉寮新館フロント前 

 ※1日目の昼食については、各自でお済ませください。 

当日、ご希望の方は新館レストランで清泉寮カレー（1,000円）をお召し上がりいただけます。 

  会場でのパンの販売はございません。新館レストランでのカレー、もしくは本館付近の売店 

ジャージーハットでの軽食コーナーをご利用ください。 

◆ 交通のご案内について 

 

●電車の場合 最終的な乗り継ぎ 

＜往路＞ 
★東京方面から中央本線で来られる方は、次の列車が便利です（新宿までの列車は各自ご確認ください） 
  新宿          小淵沢（小海線に乗換）  清里（送迎車に乗換／要予約）  清泉寮   
  08:00（あずさ 5号）→  09:53／09:57（小諸行） →  10:22／10:30(送迎車)  →   10:40頃着 
  09:00（あずさ９号）→  11:08／11:22（小諸行） → 11:46／12:10(送迎車) →    12:20頃着 
 
★名古屋方面から中央本線で来られる方は次の列車が便利です（名古屋までの列車は各自ご確認ください） 
     名古屋       塩尻（中央本線に乗換）          小淵沢（小海線に乗換）   清里（送迎車に乗換／要予約） 清泉寮      
07:00（しなの 1号）→ 08:57／09:00（あずさ 8号東京行）→ 09:36／09:57（小諸行）→ 10:22／10:30→ 送迎車→  10:40頃着 
08:00（しなの３号）→ 09:53／10:09（普通甲府行）      → 10:59／11:22（小諸行）→ 11:46／12:10→ 送迎車→  12:20頃着               

               

※清里駅から会場の清泉寮までは歩いて 30分、タクシーで５分ほどです。 

※10:30発、12:10発で清泉寮への無料送迎がございます。 

 

＜復路＞※帰りの清泉寮発清里駅行きの送迎車は、13:35(新館発)・15:10(新館･本館発)をご用意しております。 

★東京方面から中央本線で帰られる方は、次の列車が便利です（新宿からの列車は各自ご確認ください） 

   清泉寮         清里（送迎車から乗換）   小淵沢（小海線に乗換）    新宿   

 13:35(新館発送迎車)   → 13:45／13:55（小淵沢行）→ 14:20／14:36（あずさ 20号）  →  16:34頃着 

 15:10(新館･本館発送迎車）→ 15:20／15:50（小淵沢行）→ 16:12／16:35（あずさ 26号）  →  18:34頃着 
 
★名古屋方面から中央本線で帰られる方は次の列車が便利です（名古屋からの列車は各自ご確認ください） 
    清泉寮      清里（送迎車から乗換）      小淵沢（小海線に乗換）       塩尻（中央本線に乗換）   名古屋   

13:35(新館発送迎車) → 13:45／13:55（小淵沢行）→ 14:20／15:01（あずさ 17号松本行）→ 15:36／16:03（しなの 18 号）→18:05 頃着 
15:10(新館･本館発送迎車)→15:20／15:50（小淵沢行）→ 16:12／16:22（中央本線長野行） → 17:13／18:30（しなの 22 号）→20:05 頃着                             

 

●お車の場合 

 東京方面→（中央自動車道）→須玉ＩＣ→（国道 141号線）→清里    約 2時間 30分  

 名古屋方面→小牧ＪＣＴ→（中央自動車道）→小淵沢ＩＣ→（八ヶ岳横断道）→清里  約 3時間 30分  

 清泉寮新館前の駐車場は数が限りがあります。高齢の方やお体に不自由のある方が優先して使用できるよ

う、ご協力をお願いいたします。八ヶ岳自然ふれあいセンター前の大駐車場及び清泉寮本館前の駐車場をご

利用いただけます。 

 

●高速バスの場合 (新宿⇔八ヶ岳・清里直行便) 

行きの便は渋滞に巻き込まれることが多く、開会式に間に合わない可能性が高いため、 

ご利用は帰りの便のご利用のみでお願いします。 

  1時間以上の大幅な遅れになることもございますのでご注意ください。 

  

 新宿⇔清里 直通バス（帰り） 

16:45 清泉寮発 → 20:10頃 新宿駅南口（バスタ新宿）着 

※以下のサイトから予約が可能です 

http://www.highwaybus.net/route/yts-sin.php?id=SE 

 

 

http://www.highwaybus.net/route/yts-sin.php?id=SE


○ ● ○ ○ ● ○ 早めに到着された方にはこんなお楽しみがございます！ ○ ● ○ ○ ● ○ 

 

現地開催事務局では、現地での時間に余裕のある 10:22 に清里駅に到着する電車のご利用をおすすめして 

おります。せっかくの清里でのご滞在、ぜひお時間を有効にご活用ください！ 

 

①「ちょっと早めに到着された方のための先取り交流会」11:00 ～ 11：30 予定（自由参加） 

 全国各地からたくさんの方がお越しになる清里ミーティング！「せっかくならできるだけ多くの方と交流を

したい！」「初参加なんだけどうまくみんなと話せるかな？」そんな不安や期待をお持ちの方は是非ご参加

ください。開始前に仲良くなって、ミーティング期間に弾みをつけましょう♪ 

 

② 自然歩道の散策・山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターの見学 

天気が良ければ、自然豊かな清里高原の外歩きも最高です。会場付近には、いくつかの整備がされた遊歩道

があります。運がよければ、野生動物にも会えるかも？？受付で大きなお荷物を置いてからお出かけするこ

とをおすすめいたします。清泉寮向かいのビジターセンター「山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター」にて、

自然物の展示紹介やトレイルマップの配布も行っています。（入館無料） 

 

③ やまねミュージアムの見学 

国の天然記念物であるヤマネをテーマにした日本で唯一のミュージアム。 

実際のヤマネは実物展示していませんが、ヤマネ研究員の研究の成果を生態写真や標本、 

ぬいぐるみなどを使って、わかりやすくヤマネを紹介しています。 

 入館料 420円（ 開館時間：10:00～16:00 ※期間中の休館日はございません。火･水･木休館日 ）   

清里ミーティング期間中は名札をご提示いただきますと、入館料が 320円に割引になります 

    受付前・終了後にご入館される方は、清里ミーティング参加の旨、スタッフまでお申出ください。 

 

④ 新装 OPENジャージーハットでソフトクリームを食べたり、足湯に入ってのんびりしたり 

初日のお昼は、今年も清泉寮カレーを特別価格 1,000 円にてご用意しております。メイン会場すぐ横のレス

トランでのんびりとお食事をお召し上がりいただけます。 

また、この夏からリニューアルオープンしたジャージーハットではお土産や軽食カフェスペース、パンの販

売もございます。ジャージーハットのテラスには足湯もあり、天気がよければ富士山を見ながら開会式まで

の時間をお楽しみいただけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



***************** ウェブ上で最新情報・資料を公開しています **************** 

 

 事前にお送りする資料や当日配布する資料を、順次掲載していきます。 

 必要に応じてホームページ上からダウンロードしてご確認ください。 

 

● 資料のダウンロードは公式ホームページから 

   ホームページ ： http://www.jeef.or.jp/activities/kiyosato/shiryo/ 

● 最新の情報は、ホームページから！ 近況は ツイッター、フェイスブックからご覧ください！ 

・ホームページ          ： http://www.jeef.or.jp/activities/kiyosato/ 

 

以下はいずれもアカウント名 「清里ミーティング」です。 

・ツイッター           ： http://twitter.com/kiyosatomeeting 

                       フォローよろしくお願いします！ 

・フェイスブック         ： http://www.facebook.com/kiyosatomeeting 

                      みなさまの「いいね！」をお待ちしております！ 

 

   

********************* 参加のお申込は、まだ間に合います！ ******************** 

お仲間や知り合いの方で、清里ミーティングに興味をお持ちの方はいらっしゃいませんか？ 

まだお申込が間に合います!!  

お申込は、定員（200 名）になり次第、または 11 月 5 日（月）で締め切り予定です。 

  是非、いろいろな方にご紹介ください！ 

*************************************************************************************************** 

≪お問合せ先≫ 

              

 

 

 

 

 

＜プログラム、ご宿泊に関するお問い合わせはこちらへ＞ 

◆清里ミーティング現地開催事務局 （公益財団法人キープ協会内）  担当：佐藤・村井・坂川 

 〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里 3545  TEL:0551-48-3795 FAX:0551-48-2990 

  E-mail：kiyosato@keep.or.jp 

 

 ＜会計（お支払、領収書・請求書の発行）、ご協賛等に関するお問い合わせはこちらへ＞ 

◆清里ミーティング主催事務局（公益社団法人日本環境教育フォーラム内） 担当：垂水・鴨川 

 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-38-5 日能研ビル 1 階  

 TEL：03-5834-2897 FAX：03-5834-2898 

  E-mail： kiyosato@jeef.or.jp 

   

Twitter：@kiyosatomeeting  

   Facebook：「清里ミーティング」ページ  ←皆さんの「いいね！」お待ちしています。 
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