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やんばる自然塾は 1999 年に沖縄県東村慶佐次 ( げさし ) で地域興しの取り組みから生
まれた地域主体の自然学校です。マングローブや特産のパインなどを活かした地域特性
にこだわった、少人数のエコツアープログラムや修学旅行の自然体験・文化体験プログ
ラムの仕組みを作り、沖縄県での体験プログラムの先駆けとなっております。
やんばる自然塾の基本理念は

『地 域 密 着』・・・地域を愛し地域と共に活動をする
『環 境 保 全』・・・環境に配慮し未来に繋がる活動をする
『ホスピタリティ』・・・常に感謝し感動を与える活動をする
を掲げ常に地域と共に歩んでいます。

■安全の確保
 やんばる自然塾では、定期的にレスキュー訓練やスキルアップの
為研修や講習会に参加しています。

■環境への配慮
やんばる自然塾では、環境負荷を考え受入人数の制限、環境整備
や定点観測を行い、フィールド清掃も行っています。

■体験で地域を知る
やんばる自然塾では、東村内の自然や地域特産を使ったプログラ
ムなどを行っています。

■地域への還元
やんばる自然塾では、地域の清掃や行事参加はもちろん村内の施
設や売店を積極的に利用しています。

■地域ガイド
やんばる自然塾のガイドは、やんばる出身者がほとんどです。

  体験学習の 5 つの柱を掲げています。

やんばる自然塾 塾長

島袋 徳和
東村商工会長
東村観光推進協議会理事
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　2000 年 ………………………… 42 団体
　2005 年 ………………………… 280 団体
　2010 年 ………………………… 313 団体
　2015 年 ………………………… 283 団体
　2018 年 ………………………… 252 団体

これまで (2000 年～ 2018 年末 ) にやんばる自然塾の体験に参加した団体は全 47 都道
府県で約 4,800 団体です。

　設　　立  ………1999 年 ( 平成 11 年 )
　形　　態  ………法人
　常勤職員  ………９名
　非 常 勤  ………20 名
　年間受入人数  …約 22,000 人

　第１回日本エコツーリズム大賞優秀賞受賞（2005 年）
　ジャパンベンチャーアワード地域貢献賞受賞（2006 年）
　立ち上がる農山漁村認定（2007 年）
　ソーシャルビジネス 55 選選出（2009 年）
　第７回オーライニッポン審査委員会長賞受賞（2010 年）

参加団体の推移

会社概要

経　歴
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 『楽しい』が
　　　 未来につながる体験

『気付き』の実感から『学びと工夫の楽しさ』を知る。

その発見は未来への財産です。小さな挑戦が繰り返される

自然・文化体験にはそのチャンスが散らばっています。

最初は少し落ち着かなかった生徒たちが、次第に集中力が増していくのが
分かった。能動的な学びの大切さを感じました。

マングローブ観察では写真や実物を見せ、実際に触らせてみたり味わわせ
てみたり五感をフルに使う工夫がなされていた。
一方的に話をするのではなく生徒に考えさせることに重きを置くガイドの
話し方が素晴らしかった。

沖縄のおばぁの温かさに触れることができ、沖縄の家庭の温かさを体感で
きたように思います。何とも言えない懐かしい雰囲気を味わえ、帰ってく
る場所を作ってもらえたようです。

ご参加頂いた方からのご意見・感想です

A １　慶佐次川マングローブ観察とカヌー体験（半日）

A3　慶佐次川マングローブ観察とカヌー体験（終日）

A ９　沖縄おやつ作り体験
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『 こうしたい 』や『 こうしてほしい 』
という要望を大切にしたいと考えています。

産業としての観光を学びたいという要望
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公民館からスタートしたやんばる自然塾
の成り立ちや地域との歩み、課題につい
てガイドが説明し質疑応答を行いました。
生徒１人１人がコミュニティビジネスに
ついてレポートを作成。JICA などの研修
旅行でも実施しています。

カヤックや徒歩で河口～上流までを採水して塩
分濃度と植生を調査、その関連性を調べました。
旅程後に学校にて生徒自身によるワークショッ
プやレポートに繋げています。

成果物を得られるような体験を考えてほしいという要望

私達は楽しいと感じることは、はじめの一歩だと考えており、体験の意義
だと捉えています。ただのアクティビティとして終わらない為に事前の
やり取りや体験後のアンケートを参考に、常にもう一歩先の学びを目指し、
共に良いプログラムを作っていきたいと考えています。

  『ただ楽しい』だけで終わらない体験にするために
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やんばる自然塾　体験プログラム

　時間（3 時間）
　人員（10 ～ 160 名）
　料金（4,100 円消費税・協力金込み）

　時間（3 時間）
　人員（10 ～ 40 名）
　料金（4,100 円消費税・協力金込み）

　時間（6 時間）
　人員（10 ～ 160 名）
　料金（4,700 円消費税・協力金込み）　※昼食は別途になります。

　時間（3 時間）
　人員（10 ～ 40 名）
　料金（4,100 円消費税・協力金込み）

　時間（3 時間）
　人員（10 ～ 160 名）
　料金（2,500 円消費税・協力金込み）

　時間（1 時間 30 分）
　人員（10 ～ 160 名）
　料金（1,300 円消費税・協力金込み）

　時間（4 時間）
　人員（10 ～ 30 名）
　料金（4,500 円消費税・協力金込み）

A1　慶佐次川マングローブ観察とカヌー体験 p7

A2　慶佐次湾シーカヤックとマリンクラフト p9

A3　慶佐次川マングローブ観察とカヌー体験（終日コース） p10

A4　福地川カヌー体験と山と水の生活博物館 p11

A5　慶佐次川マングローブ観察とマリンクラフト p12

A6　慶佐次川マングローブ自然観察 p13

A7　やんばるの森トレッキング p14
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　時間（3 時間）
　人員（10 ～ 20 名）
　料金（収穫有り 2,800 円 / 収穫無 2,500 円消費税・協力金込み）

　時間（3 時間）
　人員（10 ～ 20 名）
　料金（3,000 円消費税・協力金込み）

　時間（3 時間）
　人員（10 ～ 20 名）
　料金（3,700 円消費税・協力金込み）

　時間（3 時間）
　人員（10 ～ 20 名）
　料金（2,200 円消費税・協力金込み）

　時間（3 時間）
　人員（5 ～ 15 名）
　料金（2,200 円消費税・協力金込み）

　時間（4 時間・8 時間）
　人員（10 ～ 80 名）

　※コースの組み合わせで 1 日コースが可能です。
　（例 1：A1+A7　　例 2：A8+A1 など）

A8 　東村パインジャムづくり体験（季節のジャムづくり体験） p15

A9　沖縄おやつ作り体験 p16

A10　紅型づくり体験 p17

A11　粘土シーサー作り体験 p18

A12　おきなわ三線体験 p19

プロジェクトアドベンチャー p21
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国立公園であり本島最大のマングローブで、その生態や周囲の環境について
学びます。体験を通して『工夫』や『考える』を主体的に行える時間が自然
の中にはあり、その『学びの時間』を楽しさに変えていくプログラムです。

◉時期・・・通年　　時間…3 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 160 名
◉料金・・・4,100 円 /1 人（消費税・協力金込み）
◉場所・・・沖縄県東村、慶佐次川、有銘湾
◉ガイド・・カヌー体験（5 艇に 1 名）
　　　　　　マングローブ観察（約 20 名に 1 名）

◉潮の影響を受けるエリアでの体験となり、満潮時は川で干潮時は川の水位がないため
海でのカヌー体験となります。（図 1）参照

◉カヌー体験の服装・注意事項に関して 23 ページをご覧ください。
　安全対策については 25 ページ～ をご覧下さい。

A1　慶佐次川マングローブ観察とカヌー体験

 服装・注意事項・安全対策に関して



※人数が 40 名をこえる場合は A 班・B 班の班分けをお願いいたします。
　（例） 70 名の参加 A 班 35 名・B 班 35 名となります。
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モデル行程
プログラム内容

9:00 　東村ふれあいヒルギ公園にて開校式／トイレ

9:20 　A 班
　カヌー体験

　B 班
　マングローブ観察

10:35 　マングローブ観察 　カヌー体験

11:50
12:00

　終了　ふりかえり
　東村ふれあいヒルギ公園出発

プログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:20
更衣室にて着替え
安全上の注意事項
カヌー体験

10:30
更衣室にて着替え

10:45
ヒルギ公園へ戻り
マングローブ観察

11:50
終了／ふりかえり

12:00
ヒルギ公園出発

干潮時

図 1

満潮時



『漕いでいる』という感覚を素直に感じられるシーカヤック。そして砂浜で
サンゴや貝殻を拾う時間を設けたマリンクラフトでは上手な作品の完成では
なく自らのイメージを工夫しながら形に変えていく過程を楽しみます。
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A2　慶佐次湾シーカヤックとマリンクラフトプログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:20
更衣室にて着替え
安全上の注意事項
カヌー体験

10:30
更衣室にて着替え
バスでビーチへ移動
マリンクラフト体験

11:50
終了／ふりかえり

12:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・3 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 40 名
◉料金・・・4,100 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村、慶佐次、有銘湾
◉ガイド・・カヌー体験（5 艇に対し 1 名）
　　　　　　マリンクラフト（20 名に対し 1 名）

◉カヌー体験の服装・・・23 ページ
◉体験に際しての注意事項・・・23 ページ
◉安全対策のご案内・・・25 ページ～

 服装・注意事項・安全対策に関して



海・マングローブ・砂浜。過ごす場所により見えるもの、感じるものが違い
ます。体験の種類が増えるほど『気付く』チャンスも出てきます。

『考え・動く・形にする』を詰め込んだコースです。
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A3　慶佐次川マングローブ観察とカヌー体験（終日コース）プログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:20
更衣室にて着替え
カヌー体験

10:30
更衣室にて着替え

10:45
マングローブ観察

11:50
昼食（※別途手配）

12:50
バスでビーチへ移動
マリンクラフト体験

14:50
終了／ふりかえり

15:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・6 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 160 名
◉料金・・・4,700 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村、慶佐次、有銘湾
◉ガイド・・カヌー体験（5 艇に対し 1 名）
　　　　　　マングローブ観察（20 名に対し 1 名）
　　　　　　マリンクラフト（20 名に対し 1 名）

◉カヌー体験の服装・・・23 ページ
◉体験に際しての注意事項・・・23 ページ
◉安全対策のご案内・・・25 ページ～

 服装・注意事項・安全対策に関して
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A4　福地川カヌー体験と東村立山と水の生活博物館プログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

福地川へバスで移動

9:20
更衣室にて着替え
安全上の注意事項
カヌー体験

10:30
更衣室にて着替え

10:45
山と水の生活博物館

11:50
終了／ふりかえり

12:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・3 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 40 名
◉料金・・・4,100 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村、福地川
◉ガイド・・福地川カヌー体験（5 艇に対し 1 名）
　　　　　　山と水の生活博物館（20 名に対し 1 名）
※福地川にマングローブはありません。

◉カヌー体験の服装・・・23 ページ
◉体験に際しての注意事項・・・23 ページ
◉安全対策のご案内・・・25 ページ～

 服装・注意事項・安全対策に関して

農村の自然環境、昔ながらの生活、貴重な生物のジオラマや剥製・実物を
見学します。東村の水源、福地川の静かな雰囲気を感じることが出来ます。
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激しく体を動かす体験ではなく、のんびりとした時間の中で国立公園のマング
ローブでの発見や、貝やサンゴのカケラ探しをしながらモノ作りをするなど
自然の中での楽しみ方を学びます。

A5　慶佐次川マングローブ観察とマリンクラフトプログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:20
マングローブ観察

10:35
バスでビーチに移動
マリンクラフト体験

11:50
終了／ふりかえり

12:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・3 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 160 名
◉料金・・・2,500 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村、慶佐次
◉ガイド・・マングローブ観察（20 名に対し 1 名）
　　　　　　マリンクラフト（20 名に対し 1 名）

◉体験の服装・・・24 ページ
◉安全対策のご案内・・・25 ページ～

 服装・注意事項・安全対策に関して
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A6　慶佐次川マングローブ自然観察プログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:20
マングローブ観察

10:20
終了／ふりかえり

10:30
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・1 時間 30 分
◉人数・・・生徒 10 ～ 160 名
◉料金・・・1,300 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村、慶佐次
◉ガイド・・約 20 名に対し 1 名の配置

◉体験の服装・・・24 ページ
◉体験に際しての注意事項・・・24 ページ

 服装・注意事項・安全対策に関して

国立公園に指定されているマングローブで生態や自然環境について学びます。
ただ『見る』で終わらない、観察の楽しさや発見の面白さを共有できる体験
です。
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『地球の奇跡』とも称される北緯 26°のやんばるの森で、その生態について
学びます。沖縄特有の生物・植物に加え、森と人、森と川、森と海などの関
わりを総合的に学びます。

A7　やんばるの森トレッキングプログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:20
バスで登山口へ移動

9:35
登山開始

12:35
下山
終了／ふりかえり

12:50
バスにてヒルギ公園
へ移動／トイレ

13:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・4 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 30 名
◉料金・・・4,500 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村
◉ガイド・・10 名に対し 1 名のガイド配置

◉体験の服装・・・24 ページ
◉体験に際しての注意事項・・・24 ページ
◉安全対策のご案内・・・25 ページ～

 服装・注意事項・安全対策に関して



A8　東村パインジャムづくり体験（季節のジャムづくり体験）プログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:10
バスでパイン畑に
移動

9:30
体験会場へ
ジャム作り開始

11:50
終了／ふりかえり

12:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・3 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 20 名
◉料金・・・収穫無 2,500 円 / 収穫有 2,800 円 /1 人
　　　　　　（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村、慶佐次
◉ガイド・・約 10 名に対し 1 名の配置

◉服装のご案内・・・24 ページ

 服装・注意事項・安全対策に関して

東村の特産品であるパインを使い、地元のお母さん達とゆんたく（おしゃべ
り）しながらジャムを作ります。地元の人との関わりを通して、沖縄の言葉
や生活を身近に感じる体験です。
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A9　沖縄おやつ作り体験プログラムの流れ

13:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

13:10
徒歩で会場へ移動

13:20
おやつ作り体験

15:50
終了／ふりかえり
徒歩で公園戻り

16:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・3 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 20 名
◉料金・・・3,000 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村
◉ガイド・・10 名に対し 1 名のガイド配置

◉服装のご案内・・・24 ページ

 服装・注意事項・安全対策に関して

地元のおばぁの優しい言葉に教えてもらい、沖縄伝統のさーたぁーあんだぎー
やヒラヤーチー、ムーチーなど出来立てのおやつ３種類を味わいながらの、
のんびりとした体験です。
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A10　紅型づくり体験プログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:10
徒歩で体験場所へ
紅型づくり体験

11:50
終了／ふりかえり

12:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・3 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 20 名
◉料金・・・3,700 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村（慶佐次公民館・民家）
◉ガイド・・約 10 名に対し 1 名の配置

◉服装のご案内・・・24 ページ

※事前にご希望のデザインを選んでいただきます。

 服装・注意事項・安全対策に関して

紅型は、沖縄を代表する染物の１つです。
その技法を東村の紅型職人から丁寧に教わります。
他にはあまりない東村らしいデザインが体験できるコースです。
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A11　粘土シーサー作り体験プログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:10
徒歩で会場へ移動
シーサー作り体験

11:50
終了／ふりかえり

12:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・3 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 20 名
◉料金・・・2,200 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村（慶佐次公民館・民家）
◉ガイド・・約 20 名に対し 1 名のガイド配置

◉服装のご案内・・・24 ページ
※焼き上げなどはありません。
　作品は当日にお持ち帰りいただきます

 服装・注意事項・安全対策に関して

石粉ねんどを使って、世界に１つだけの『シーサー』を作ります。
モノづくりを通して、沖縄の文化にも触れる機会となる体験です。
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プログラムの流れ

9:00
東村ヒルギ公園到着
トイレ・説明・挨拶

9:10
徒歩で会場へ移動
三線体験

11:50
終了／ふりかえり

12:00
ヒルギ公園出発

◉時期・・・通年　◉時間・・・3 時間
◉料金・・・2,200 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉人数・・・生徒 5 ～ 15 名
◉場所・・・沖縄県東村、慶佐次
◉ガイド・・約 15 名に対し 1 名の配置

◉服装のご案内・・・24 ページ

 服装・注意事項・安全対策に関して

A12　おきなわ三線体験

琉球芸能の代表「三線」に実際に触れ、弾けるようになることで、本格
的な沖縄体験ができます。日常から少し離れ、沖縄ならではの新しい経
験にチャレンジしてみましょう。

　　19　YANBARU NATURE SCHOOL



プログラム内容

09:00 東村ふれあいヒルギ公園到着／トイレ／挨拶

09:20 案①（カヌーが出来ない場合）
　　　A5 プログラムへの変更 12 ページ参照
案②（屋外に出られない場合）※雷警報など
　　　マリンクラフト・博物館・ネイチャーゲーム

11:50

12:00

終了／ふりかえり

ヒルギ公園出発

福地川海浜公園 山と水の生活博物館

◉ A1、A2、A3 コースの予約時に高波などで慶佐次湾でのカヌー体
験ができない場合は福地川でのカヌー体験に変更になる事もあり
ます。

YANBARU NATURE SCHOOL　20　　

　代替プログラムのご案内

プログラムを実施するフィールドで合流した後、またはプログラム実施中
に天候が急変するなどの不可抗力により、プログラムの続行が出来ないと
やんばる自然塾にて判断した場合に、代替プログラムを実施します。

◉料金・・・2,500 円 /1 人（消費税込・協力金込）
◉場所・・・沖縄県東村、慶佐次
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 プロジェクトアドベンチャー

国内最大規模の施設で経験豊富なファシリテーターが指導を行います。
心理学や体験学習の手法をとりいれた野外活動を中心としたプログラム
です。

◉時期・・・通年　◉時間・・・4 時間／ 8 時間
◉人数・・・生徒 10 ～ 80 名
◉場所・・・東村つつじエコパーク
※やんばる自然塾からバスで 10 分
※バンガロー・キャンプ泊も行っております。

他にも東村では

こんな体験が出来ます！



大自然に囲まれた地域と地元の暮らしを活かし、様々な角度

からアプローチした教育旅行プログラムを行っています。

宿泊も体験も、どちらも１つの場所で行うことで、
沖縄という豊かな時間を存分に感じることができます。

 東村って、こんなところです。

エコ
ツーリズム

自然体験・
カヌー体験

グリーン
ツーリズム
民泊・農業体験

ブルー
ツーリズム

漁業体験・
シュノーケル

モ
デ
ル
行
程

や
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ば
る
自
然
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合
流
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園
到
着

9:00

自
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入
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12:15
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（
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）
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 注意事項

用意するもの
□上記の服装　　　　　□下着を含めた着替え一式
□替えの靴　　　　　　□タオル
□飲料水　　　　　　　□日焼け止め ( 夏場 4 ～ 11 月 ) 
□レインコート ( 雨天時や寒さ対策として使用します。) 

留意事項
1. 基本的に午前 160 名・午後 160 名までの受入となります。
2. 6 ヶ月前より実施有無、3 ヶ月前より人数確認をおこなっております。
3. 40 名以上での実施は A 班・B 班に分かれます。事前の班分けをお願いします。
4. カヌーは 2 名乗りですので事前にペア分けが必要です。
　（ガイドは安全管理のため基本的に生徒との同乗ができません。先生方のご同乗をお願い致し

ます。）
5. 持病・怪我・その他注意の必要な生徒がある場合は事前にご相談下さい。
　( 心疾患・精神疾患・運動制限・てんかん・重度の喘息・各種アレルギー・骨折・術後・

100kg 超など )
6. 満潮時は川で、干潮時は海でのカヌー体験となります。予約時にご確認下さい。

満潮時 干潮時

夏 冬
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 カヌー体験

服装・・・下半身は下着を含め必ず濡れます。
◦ジャージ・海パンなど濡れても良いズボン
◦サンダル・クロックスなど濡れても良い履物
◦ T シャツ（冬場 11 ～ 3 月は長袖）
◦帽子（夏場 4 月～ 11 月は必要）
◦ウィンドブレーカー・フリース・レインコートなど

の防寒具 ( 冬場 11 ～ 3 月は必要 )
※必ず服を着ての参加となります。( 上半身裸や水着

のみでの参加は不可 )

※海にマングローブはありません。



 注意事項

 マングローブ観察

 やんばるの森トレッキング

 マリンクラフト

服装
◦動きやすい服装　　
◦歩きやすい履物（サンダル可）
　※雨天時も体験を行います。

服装
◦動きやすく汚れても良い長袖・長ズボン
　( 汗をかくため化繊が好ましい )
◦歩きやすく滑りにくい靴
◦帽子　　　　◦軍手

服装
◦動きやすく汚れても良い服装

持ち物
□帽子
□飲料水
□レインコート

持ち物
□着替え一式
□レインコート
□飲料水
□リュック

留意事項
慶佐次川のマングローブは天然記念物の為、干潟に降りる事はできません。
遊歩道にて観察を行います。

留意事項
1. やんばるの森は粘土質で雨天時は非常に滑りやすく危険なため中止となる事があります。
2. トレッキングルート上にトイレはありません。
3. 10 名ずつの班分けを事前にしておいてください。

パインジャムづくり…… エプロン・三角巾をご持参ください。
　　　　　　　　　　 　夏のみ収穫体験が出来る場合があります。
　　　　　　　　　　 　※ パイン出荷が少ない１～４月は別の果物でジャムづくりを行う場合

があります。
沖縄おやつ作り…………エプロン・三角巾をご持参下さい。
紅型づくり……………… 事前に選択できるデザインをお送りしますので、参加者決定時に選択

した絵柄と氏名をお知らせ下さい。当日持ち帰りとなります。
シーサー作り……………石粉粘土で作成します。色付け・焼き上げはありません。
　　　　　　　　　　 　当日持ち帰りとなります。( 持ち帰り用の箱付き )

 パインジャムづくり  沖縄おやつ作り

 粘土シーサー作り  紅型づくり  沖縄三線
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1. 危険予知を常に行い、緊急時の対応を確認しています。
2. カヌー体験時は全員ライフジャケットを着用します。
3. 安全に体験するため事前講習に約 15 分を割きます。
4. 気象条件によりガイド増員や監視艇を配置する場合があります。
5. ガイド全員が緊急用の携帯電話または無線を持っています。
6. 事務所にはスタッフが常駐します。
7. ガイドは右図のように全体を囲みながら誘導します。
8. やんばる自然塾事務所・東村ふれあいヒルギ公園事務所に AED を設置しています。
9. 傷害保険・賠償責任保険に加入しています。(29 ページ参照 )

川幅…最大 50 ｍ ( 河口部 ) ／最小３ｍ ( 上流部 )
水深…潮位によって変動します。最大満潮時の最深部で約３ｍ。平均水位 120 ～ 130cm。
　　　干潮時は川全体が干潟になる。
川底…土と砂が混ざりあった状態。
慶佐次湾のマングローブ…国指定天然記念物 (1972 年指定 ) ／やんばる国立公園 (2016 年指定 )

慶佐次川の状況

 安全対策

慶佐次共同売店

マングローブ

至 辺戸岬至 辺戸岬

慶佐次川河口

有銘湾
ウッパマビーチ

至 名護市至 名護市

やんばる自然塾

331

げ　さ　し

ある め

慶佐次川マップ カヌー観察ルート

ふれあいヒルギ公園

カヌー発着場

慶佐次区公民館

干潮時カヌールート

満潮時カヌールート

観察ルート

ガイ
ド
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※更衣室によって収容人数が異なります。男女別人数を予めお知らせください。

〇手足洗い場
〇更衣室
〇トイレ
〇自動販売機
〇引率者待機場所
〇救護室
〇 AED 設置

〇やんばる自然塾まで徒歩 3 分
〇 AED 設置
〇トイレ・自動販売機
〇バス 3 台・乗用 27 台駐車可
※駐車台数を超える場合は付近
　の別駐車場へご案内します。

慶佐次区公民館　徒歩１分
（文化体験・代替プログラム）

ウッパマビーチ　バス５分
（マリンクラフト）

山と水の生活博物館
バス 10 分（代替プログラム）

やんばる自然塾

更衣室

周辺各施設　　※所要は東村ふれあいヒルギ公園からの時間

東村ふれあいヒルギ公園　※すべての体験の合流場所
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やんばる自然塾【東村】自然体験修学旅行

緊急の連絡体制
◆事故発生時の対応
　ガイドは救急セットを携帯しております。事故発生時には以下のような緊急連絡体制

にて対応します。

事故発生

ガイドは緊急救助体勢をとる

ガイドは事故者の状態を確認

擦り傷程度の軽傷場合重傷・重体の場合

119 （消防）

国頭地区消防組合　東分遣所
☎ 0980-43-3119
東村字平良 748-1

　●東村立診療所
　　☎ 0980-51-2200
　　東村字平良 471-24
　●県立北部病院
　　☎ 0980-52-2719
　　名護市大中 2-12-3
　●北部地区医師会病院
　　☎ 0980-54-1111
　　名護市宇茂佐 1712-3

ガイドがその場で手当てをする

※約 5 分

※約５分
土日祝日と
水曜日 PM 休み

※保険証はコピーでも可
※命に係わる危険な状態には緊急ヘリでの搬送も有ります。（到着約 20 分搬送先約 5 分）

※約 25 分

　名護警察署　地域課
　☎ 110
　名護市東江 5-21-9

　名護海上保安署
　☎ 0980-53-0118
　名護市宮里 452-3

搬送準備

 北部福祉保健所　生活環境課
 ☎ 0980-52-2636
 名護市大中 2-13-1

旅行エージェント

事故者宅へ連絡

　やんばる自然塾
　☎ 0980-43-2571
　東村字慶佐次 82
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58

58

58

329

331

449

505

505
東村

大宜味村

国頭村

本部町

今帰仁村

古宇利島

屋我地島

瀬底島

金武町

許田

宜野座

金武
伊芸

石川

沖縄北

沖縄南

うるま市

恩納村

S

沖
縄
道
沖
縄
道

東村立診療所東村立診療所

沖縄美ら海水族館 国頭地区消防組合
東分遣所
国頭地区消防組合
東分遣所

名護市
沖縄県立北部病院沖縄県立北部病院

ナゴパイナップルパーク

やんばる自然塾

やんばる自然塾へのアクセス

●恩納村から
　　約44㎞、車で約70分

●美ら海水族館から
　　約35㎞、車で約60分

北部地区
医師会病院
北部地区
医師会病院

◆沖縄の平均気温と海水温（最高、最低気温共にその月の平均）
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

最 高 気 温 19.7 20.7 21.7 24.4 27.2 29.5 32.2 32.1 30.9 28.3 25.0 21.6

平 均 気 温 17.2 17.9 18.8 21.5 24.3 26.9 29.3 29.2 28.1 25.6 22.5 19.0

最 低 気 温 14.8 15.5 16.3 19.1 22.1 24.9 27.2 26.9 25.8 23.5 20.3 16.7

平均海水温 21.9 21.5 21.7 22.6 24.4 26.4 28.7 29.0 28.6 26.6 25.2 23.7

台　風 0.0 個 0.0 個 0.0 個 0.0 個 0.5 個 0.8 個 1.2 個 2.3 個 1.9 個 1.6 個 0.0 個 0.1 個

　※梅雨の時期は平均で 5 月上旬から 6 月下旬です。
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やんばる自然塾スタッフ認定資格・講習受講歴一覧
（ガイド 6 名、 複数の資格 ・ 受講 ・ 講習有り）

やんばる自然塾加入保険詳細

やんばる自然塾加盟団体

日本赤十字社水上安全法救助員養成講習受講 ………… ６名
日本赤十字社水上安全法救助員 ………………………… ６名
日本赤十字救急法基礎講習受講 ………………………… ６名
日本赤十字社救急法救急員 ……………………………… １名
日本赤十字社ライフサポーター認定 …………………… １名
普通救命講習修了 ………………………………………… ５名
上級救命講習修了 ………………………………………… １名
ＡＥＤ講習受講 …………………………………………… ６名
小型船舶操縦免許２級 …………………………………… １名
小型船舶操縦免許１級 …………………………………… １名
沖縄県カヤックガイド協会カヤック安全講習受講 …… ６名
沖縄県カヤックガイド協会検定合格 …………………… ５名
JCS RESCUE DIVER ……………………………………… １名
JCS スノーケリングインストラクター ………………… １名
NEAL コーディネーター …………………………………… １名
PAJ アドベンチャープログラミング修了 ……………… １名

　■普通傷害保険 （保険会社名 ： あいおいニッセイ同和損害保険㈱）
　　　　保証内容 ： 死亡保険金 （5,000 千円）
　　　　　　　　    入院保険金日額 （3,000 円）
　　　　　　　　    通院保険金日額 （2,000 円）

　■賠償責任保険 （保険会社名 ： あいおいニッセイ同和損害険㈱）
　　　　保証内容 ： 対人１名につき （100,000 千円）
　　　　　　　　    対人１事故につき （300,000 千円）
　　　　　　　　    対物１事故につき （5,000 千円）

　■日本エコツーリズム協会
　■沖縄観光コンベンションビューロー
　■沖縄マリンセーフティービューロー
　　（OMSB）安全対策優良事業所認定
　■沖縄県体験型観光推進協議会

■沖縄県カヤックガイド協会
■東村エコツーリズム協会
■NPO 法人沖縄県エコツーリズム
　推進協議会
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ご予約に際しましては、以下を必ずお読み下さい。

①�予約の際に本予約、仮予約かを明示してください。仮予約の場合は６ヶ
月前より実施の有無確認、３ヶ月前に人数の確認をさせて頂きますので、
早めの確定ご協力お願いいたします。仮予約中に別の本予約の申し込み
があった場合は本予約を優先する場合がありますので早めに確定して下
さい。
　３ヶ月前からの予約は本予約として受付致します。

②�自然の中でのプログラムでは、生物の採取や過度の接触、歩行ルート以
外の地域へ踏み込む事など自然環境に負荷を与える行為は禁止致します。
　�また、安全確保の為にもプログラム中はやんばる自然塾のガイドの指示
に従ってくださるようお願いいたします。目に余る行為があった場合に
は、プログラムへの参加をお断りするか、プログラム自体を中止する場
合もございますのでご注意下さい。

③協力金
　�プログラムに参加いただいた皆様の体験費から１名に付き 50 円をゆい
まーる基金へ寄付、地域貢献できる様にしております。(環境整備やＭＥ
ＳＨドクターヘリなどへの寄付 )。

④キャンセル規定
　�お客様側の理由によるキャンセルにつきましては、実施１ケ月前からキャ
ンセル料が発生します。
　　実施 1ヶ月前の全取り消し� …………………… 20%
　　実施 2週間前の全取り消し� …………………… 50%
　　実施 3日前の全取り消し� ……………………… 80%
　　実施当日の減員・全取り消し………………… 100%
　
※天候等によりプログラムが実施できないとやんばる自然塾が判断した
　キャンセル料の請求は致しません。

ご予約について
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「やんばる自然塾」体験プログラム申込書
該当するものに○印

予約申込　・　仮予約申込　・　問い合わせ
実施日 　　　　年　　月　　日 (　　曜日 ) 参加人数 名

学校名
団体名

旅行会社名 担
当

携
帯

連絡先
住所　〒

電話 FAX

宿泊先 前日 当日

集　約 クラス選択・希望選択�・学年全体 確定月 月

▼ご希望の内容を記入して下さい。
コース 内　　容 人数 時　間 備　考

プログラムの希望内容　その他の要望等

※予約について
申込の予約は、６ヶ月前に実施有無の確定をして下さい。仮予約中に本予約が入った場
合、そちらを優先する場合があります。予めご了承ください。
◆プログラムのキャンセル・中止について
お客様側の理由によるキャンセルにつきましては、1 ケ月前より 20%、2 週間前より 50%、3 日前より
80%、当日 100% のキャンセル料を申し受けます。ただし、天候等不可抗力によりプログラムを実施す
る事が出来ないとやんばる自然塾にて判断した場合（台風など）などは、キャンセル料の請求は致しません。


