
民泊される方へ 

 ボランティア民泊は営利目的ではなく、神流町に訪れる方々を温かく迎え入れようとす  
 る町民の方々の協力（ボランティア）で成り立っています。よって、民泊される方は、下記 
 事項留意のうえ宿泊されますようお願いします。 
  
食事について 
夕 食 16:30～18:30 ウェルカムパーティー 
朝 食     4:30～  7:00 コイコイアイランド会館２階 
※食品衛生法に触れないよう、原則として民泊先での料理提供は行いません。 

 
送迎について 
 11月12日 パーティー終了後 

•    事務局または、民泊先の方の送迎となります。 
•    パーティー終了後は速やかに所定の場所へご移動をお願いいたします。 

※民泊の方が、外で待っている場合がございます。定刻出発にご協力くださ
い。 
 

 11月13日 大会当日 
•    事務局または、民泊先の方の送迎となります。 
•    出発時間については宿泊先の方にお尋ね下さい。 
 
※出発時間は、スタート時間の早いクラスの方にあわせていただきますので
ご了承ください。極力、同クラスの方々をまとめましたが、参加者の同宿
希望を優先させていただいたことから、他のクラスの方々も同宿となる場
合があります。 
 

お願い事・注意事項 
民泊受入条件は原則として、パーティー後の送迎及び風呂・寝
具の提供のみとしています。 

風呂は家庭用であり、全員が入るには時間がかかることをご理
解ください。 

部屋数も限られていますので、相部屋にご協力ください。宿泊
先の状況により、部屋割りが変更となる場合がございますので
ご了承ください。 

最終確認書に記載の部屋名は便宜上、事務局で付けた名前と
なっております。また、部屋割りは宿泊先の都合により、変更
となる場合がございますので、予めご了承ください。 

◆◆厳守事項◆◆ 
以前、無断キャンセルの方がおりました。民家では受け入れ準備を幾日も前
から行い、パーティー後の迎えでは、最後まで体育館前で待っていてくれま
した。選手の皆様方におかれましては、そのようなことが無いようモラルあ
る対応をお願いします。 
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簡易宿泊される方へ 

 簡易宿泊施設とは、地区集会所で、寝袋等でお泊まりいただくものであり、営利目的で
はございません。下記事項を留意のうえ、宿泊くださるようお願いします。   

 
食事について 
夕 食   16:30 ～ 18:30 ウェルカムパーティー 
朝 食     4:30 ～   7:00 コイコイアイランド会館 ２階 

 
送迎について 
パーティー会場から徒歩で行ける範囲内ですので、場所は事前
配布の宿泊案内図で事前にご確認ください。 

 
簡易宿泊時にご持参いただくいもの 
寝 袋・・・寝具等はございませんので必ずお持ち下さい。 
防寒着・・・暖房等はありますが、就寝の際は危険防止のため  
       使用できなくなります。 
耳栓等・・・各クラスの選手がおりますので、物音等、気にさ 
       れる方は耳栓等をご持参ください。 

 
※簡易宿泊施設には畳の大部屋とトイレ、洗面（流し）のみとなります。 

 

お願い事・注意事項 
簡易宿泊施設へ入れる時間は、午後４時以降とします。それま
での荷物預かり場所は、万場小学校内に設置する荷物預かり所
となります。 

 パーティー終了後、預けた荷物を受け取りください。 
 
コイコイアイランドまで徒歩で 
距離 約300ｍ 
時間 約4分 
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はこだたみバンガローに宿泊される方へ 

•下記事項留意のうえ宿泊くださるようお願いします。 
 
食事について 
夕 食   16:30~18:30 ウェルカムパーティー 
朝 食     4:30~ 7:00  コイコイアイランド会館 ２階 

 
送迎について 
 11月12日 パーティー終了後 

•    マイクロバスの送迎となります。（所要時間 約15分） 
•    パーティー終了後は速やかに所定の場所へご移動をお願いいたします。 
•    バンガローには駐車場もございますので自車での移動も可能です。 
•    自車移動を希望される方は、予め事務局に連絡をお願いいたします。 

 
 11月13日 大会当日 

•    マイクロバスでの送迎となります。 
•    スタートの早い方にあわせていただきますのでご了承ください。 
•    自家用車でご移動の際は、7時までに朝食の受付を済ませられるよう、時間に 
•    余裕をもって宿泊先を出るようお願いします。 

 
送迎バス出発時間  
午前5時15分 
※変更となる場合がございますので、パーティー終了後、運転手にお尋ねく
ださい。 

  
【乗車場所】 
国道沿い バンガロー入口 

 
施設設備について 

• ・神流町恐竜センター はこだたみキャンプ場ホームページをご確認下さい。 
•  http://www.dino-nakasato.org/?page_id=110  

 
 
 
 
 
 お願い事・注意事項 
※ご出発の際には、鍵をバンガローに残してお出かけ下さい。 
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みかぼ高原荘に宿泊される方 

•下記事項留意のうえ宿泊くださるようお願いします。 
 
食事について 
夕 食 16:30~18:30 ウェルカムパーティー 
朝 食 高原荘食堂にてお召し上がり下さい。  

 
送迎について 
 11月12日 パーティー終了後 

•    マイクロバスでの送迎となります。（所要時間約20分） 
  

※自車でご移動される方は、11月7日までに事務局まで連絡をお願いいたし
ます。 

 
 11月13日 大会当日 

•    当日の朝、マイクロバスで受付会場までお送りいたしますので、下記の何れかの便 
•    にお乗りください。 
 
【送迎バス出発時間】 
１便 スーパーシングル・スーパーペア 午前5時00分頃発 
２便 ロングクラス・ミドルクラス   午前5時30分頃発 

 
※上記時間が変更となる場合がございます。 
 パーティー終了後、運転手に確認をお願いいたします。 

 
• 〈自家用車の方〉 
• ・大会会場近くにございます駐車場にお車をお止め下さい。 
 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 お願い事・注意事項 
各クラスの選手がおりますので、物音等、気にされる方は耳栓
等をご持参ください。 

運営形態の変更により、タオル・浴衣等のアメニティがござい
ませんので、ご持参ください。また、飲み物等の販売を行って
おりませんので、あらかじめご了承ください。 

 
 

※ 上記の時間以外での移動を希望される方は、送迎用車両数の都合により、 

 誠に申し訳ございませんが自車にての移動をお願いいたします。 

自車等にて直接宿泊先までいかれる場合は、11月7日までに事務局宛に 

メールにて連絡してください。（バス運行上必須） 
ウェルカムパーティー終了後、急遽送迎不要となった場合には、必ず送迎バス 

運転手にその旨を報告してください。（バス運行上必須） 
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山楽荘に宿泊される方 

•下記事項留意のうえ宿泊くださるようお願いします 
 
食事について 
夕 食 16:30~18:30 ウェルカムパーティー 
朝 食 施設内食堂にてお召し上がり下さい。 

 
  
送迎について 
 11月12日 パーティー終了後 

•    マイク ロバスの送迎となります。パーティー終了後は速やかに所定の場所へご移 
•    動をお願いいたします。 

 
 11月13日 大会当日 

•    施設のマイクロバスでの送迎となります。いずれかのバスにお乗り下さい。 
 
送迎バス出発時間 
スーパークラス    午前5時20分頃 発     
ロングクラス     午前6時00分頃 発 

 
 
 
 
 
 

                           
コイコイアイランドまで徒歩で 
距離 約1ｋｍ 
時間 約12分 

 
お願い事・注意事項 
各クラスの選手がおりますので、物音等、気にされる方は耳栓
等をご持参ください。 

 

※ 上記の時間以外での移動を希望される方は、送迎用車両数の都合により、 

 誠に申し訳ございませんが自車にての移動をお願いいたします。 

自車等にて直接宿泊先までいかれる場合は、11月7日までに事務局宛に 

メールにて連絡してください。（バス運行上必須） 
ウェルカムパーティー終了後、急遽送迎不要となった場合には、必ず送迎バス 

運転手にその旨を報告してください。（バス運行上必須） 

  
  

6 



今井屋旅館に宿泊される方 

•下記事項留意のうえ宿泊くださるようお願いします。 
 
 
食事について 
夕 食 16:30～18:30 ウェルカムパーティー 
朝 食 施設内食堂にてお召し上がり下さい。 

 
 
送迎について 
パーティー会場から徒歩で行ける範囲内ですので、場所は位置
図により事前にご確認ください。 

 
 
お願い事・注意事項 
各クラスの選手がおりますので、物音等、気にされる方は耳栓
等をご持参ください。 
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おにし野外活動センターに宿泊される方① 

「おにし青少年野外活動センター」は、隣接する藤岡市の公共の宿です。というのも、
神流町の宿泊施設だけでは足りず、隣接する上野村や藤岡市の施設に依存しなけれ
ばならない実情をご理解ください。会場から多少距離がございますが、悪しからずご
理解くださるようお願いします。 
 
食事について 
夕 食 16:30~18:30   ウェルカムパーティー 
朝 食 施設内食堂にてお召し上がり下さい。 

 
送迎について 
 11月12日 パーティー終了後 

•    マイクロバスの送迎となります。（所要時間 約35分） 
•    パーティー終了後は速やかに所定の場所へご移動をお願いいたします。 

 
 11月13日 大会当日 

•    マイクロバスでの送迎となります。スタートの早い方にあわせていただきますのでご   
•    了承ください。 
 
送迎バス出発時間】 
午前 5時40分 発 

         
 
 
 
 
 

 
お願い事・注意事項 
各クラスの選手がおりますので、物音等、気にされる方は耳栓
等をご持参ください。 

宿泊先の状況により部屋割り等が変更となる場合がございます
のでご了承ください。 
 

※次ページもご覧ください。 

 

※ 上記の時間以外での移動を希望される方は、送迎用車両数の都合により、 

 誠に申し訳ございませんが自車にての移動をお願いいたします。 

自車等にて直接宿泊先までいかれる場合は、11月7日までに事務局宛に 

メールにて連絡してください。（バス運行上必須） 
ウェルカムパーティー終了後、急遽送迎不要となった場合には、必ず送迎バス 

運転手にその旨を報告してください。（バス運行上必須）  
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おにし野外活動センターに宿泊される方② 

神流マウンテンラン＆ウォーク参加の皆様へ 
•この度は「おにし青少年野外活動センター」をご利用いただきありがとうございます。当
施設は群馬県教育委員会が設置した青少年健全育成施設です。 
•ご利用いただきます皆様にお願い事項がございますのでご協力の程お願いいたします。 

※注．カメムシが発生しています。部屋に入った際は外に掃き出して下さい。 
 

部屋割りについて 
①宿泊室前に宿泊者名簿を掲示してありますのでご確認ください。 
②部屋割りにつきましては大会事務局よりの指示となっておりますのでご協力をお
願いいたします。 

③室内は飲食禁止・禁煙です。 
④飲食は食堂で、喫煙は玄関を出た左の自販機前でお願いします。 
⑤ロビーに貴重品保管庫もあります。 

 
寝具について 
①ロビーにタオル・バスタオル・シーツ（２枚）・枕カバー・浴衣・歯ブラシ・ヒゲソリを用
意してありますので、必要な物をお持ちになってご利用ください。バンガローの方
は、シーツはバンガローに入れておきました。シーツ以外はお一人１つで用意し
てあります。余分に必要な方は、有料にて用意いたします。 

②布団は各自で用意・片付けをしてください。 
③シーツは敷き布団と掛け布団にそれぞれ使用し、シーツの間に入ってお休みくだ
さい。 

④使用後のシーツ・枕カバー・浴衣は部屋の隅に置いてください。こちらで片付けま
す。 

⑤使用後のタオル・バスタオルは配布場所の返却袋に入れてください。 
 
風呂 
①お風呂は階段を降りた１階です。翌朝まで利用できますので、朝にシャワーを利
用されたい方はご利用ください。 

 
朝食 
①朝食は各自お取りいただくビュッフェスタイルです。 
※１階食堂にて午前４時から５時３０分まで食べられます。 

 

送迎について 
①送迎バス出発は午前５時４０分の１回です。遅れないようにお願いします。 

 
 
 
 
 

•おにし野外活動センター所長 
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