TIDE POOL

2017 年度

SUMMER

CAMP 富士山アタック！

日時：8 月 21 日（月）～8 月 26 日（土）5 泊 6 日
参加費用：82,000 円（税込）
今回の目的
大きな目的はチーム全体での、達成会と連帯感。
今回はタイトルにもあるように、子供たちと富士山の頂上を目指したいと考えております。
子供たちは、それぞれの力を出しながら、ほかの人とのペースや具合を考えみんなで登山することを考えます。
もちろん、大人も子供も同じです。全員の調子がよく、天候にも恵まれ頂上を目指すことができるかもしれない、
しかし、誰かの調子が悪くなるかもしれない…。天候が悪くて戻らなければいけない…。
自然を相手にしたときに自分自身の大きさと、チームの励ましを大切にしながら大きな達成会を感じてみたいと
思います。

宿泊地（ベースキャンプ）：本栖湖いこいの森キャンプ場
所在地：〒409-3105 山梨県南巨摩郡身延町釜額２０３５
（やまなしけん

みなみこまぐん

みのぶちょう

かまびたい）

電話： 0556-38-0559

1 日目：
（21 日・月曜日）
集合場所：TIDE POOL
集合時間 0800
車にて移動します。
途中でお昼を食べますので、昼食のお弁当を持参してください！忘れないように！
捨てられる容器でおねがいします。
買い出し・テント準備・夕飯準備・翌日からの準備
2 日目（22 日・火曜日）
（詳細は別紙参照）
午前：体調確認・準備・移動
同行する 登山ガイド 武田 佐和子

午後：富士登山開始
Sawako Takeda

学生時代は陸上競技選手として活躍
神奈川県・葉山を拠点にアウトドアフィールドで活動中
山も海もこなす正真正銘のアウトドア女子
日本山岳ガイド協会認定 登山ガイドステージⅢ
アウトドアフィットネス協会公認 W&R インストラクター
（社）森林レクリエーション協会認定 森林インストラクター

3 日目：
（23 日・水曜日）
（詳細は別紙参照）
終日：富士山
4 日目：
（24 日・木曜日）
（詳細は別紙参照）
終日：富士山
5 日目：
（25 日・金曜日）
午前：のんびりタイム
午後：何をしてもいい時間をとり、何をするか子供たちと決める予定です。
6 日目：
（26 日・土曜日）
午前：撤収準備
午後：お昼を食べて撤収・帰路につきます。
同行スタッフについて
今村直樹 080-5656-1172 oznaoki@ezweb.ne.jp n.imamura@tidepool.jp
松下かおる
そのほか 2 名を予定
・お振込みについて
下記にお振込みをお願いいたします。
横浜銀行 葉山支店 タイドプール イマムラナオキ
普通口座 6011948
振込み金額は別紙参照してください。

お申込みについて
メールにて参加表明お願いいたします。
2017 年 7 月吉日
TIDE POOL 代表 今村直樹
TEL ：046-877-0650
Mail:n.imamura@tidepool.j
葉山町下山口 1535

登山工程表 22 日（火）~24 日（木）
TIDE POOL 富士山チャレンジ 2017（予定）
目標の山

目的と登山方法

富士山

2 泊 3 日で富士吉田ルートより、富士山登頂を目指す

登山期間

2017 年 8 月

22 日（火）～

日程

コース

8/22（火）

13:30

2017 年

8 月 24 日（水）

スバルライン五合目
挨拶、説明など

14:00

登山開始（歩行時間 40 分程度）

15:00

星観荘（山小屋 2,325m）到着

BBQ 夕食など、就寝
8/23（水）

05:00

起床、朝食

06:30

体操など

07:00

登山開始（歩行時間 5 時間＋休憩 2 時間）

14:00

八合目下江戸屋（山小屋 3,350m）到着

整理体操、夕食、就寝
8/24（木）

04:00

起床、朝食

05:30

登山開始（歩行時間 2 時間 30 分）

08:00

富士山山頂

09:00

下山開始（歩行時間 1 時間）

10:00

八合目江戸屋（昼食休憩、パッキング）

11:00

下山開始（歩行時間 3 時間 30 分）

14:30

スバルライン五合目

コース詳細は別紙参照
宿泊予約済み（小学生 12 名、大人 4 名）人数変更可
スタッフ人数

4名

参加者

小学生 12-15 名程度

宿泊

8/22（火）6 合目

予定

星観荘 Tel.0555-24-6090 1 泊 2 食＋お弁当 7,560 円

http://www.seikanso.jp
8/23（水）8 合目

下江戸屋

Tel.090-3256-3600

1泊2食

7,800 円

http://www.fujisan-edoya.com/edoya2
江戸屋は本八合目上江戸屋と八合目下江戸屋があります。
今回は下江戸屋に宿泊予定
宿泊備考

1 日目の星観荘は夕食を BBQ でお願いしています。
お手洗いは水洗。グループごとに仕切りのある部屋を利用するので快適

2 日目の下江戸屋は典型的な富士山の山小屋です。
バイオトイレ、1 回 100 円
登りと下りの分岐点にあるので、待機しやすく便利
食事

1 日目 朝：本栖湖（仮）

昼：本栖湖（仮） 夜：山小屋で BBQ

2 日目 朝：山小屋 昼：お弁当（現地渡し） 夜：山小屋
3 日目 朝：山小屋 昼：お弁当もしくは山小屋（検討） 夜：本栖湖（仮）
登山責任者

武田佐和子

（公社）日本山岳ガイド協会

090-3451-6877 東京都杉並区和泉 3-63-11-606
スタッフ間連絡

携帯電話

救護所

五合目－県営五合目総合管理センター（富士山五合目赤十字救護所：赤十字
病院運営）
七合目－鎌岩館下（山梨県富士山救護所：千葉大学医学部運営）
八合目－太子館（富士吉田市八合

救助要請:

近くの山小屋、もしくは 110

救助要請

武田、今村が近くの山小屋へ連絡、もしくは 110 番

スタッフ装備

基本の装備は子供と同じ
自分の水以外に 500ml 水ペットボトル
ストック（武田 5 本あり）
ツエルト 3 張（武田用意）
ファーストエイド（テーピングテープ、絆創膏、ガーゼ、三角巾など）
ザックは少し大きめを使用（子供の荷物を入れることも想定）
携帯電話（充電器も）

荒天による

指定の装備が揃っていれば、雨でも基本的に開催

中止など

台風などの荒天は中止、もしくはルート変更

そのほか
道具に関して登山用品をレンタルできる会社もあります。
そらのした http://www.soranoshita.net/ 富士山キッズセット ２泊３日 7,480 円
やまどうぐレンタル http://www.yamarent.com/ 予約後、5 合目で貸し出し返却可

