
当日 
タイムスケジュール 
※リアルタイムの様子はこちら

アソビバ

プログラムの詳細/概要について三上山登山に挑戦!

どんなことするの!?

 

ひにち

2020年3月29日(日)

ばしょ

三上山

じかん(現地時間)

10:00～15:45

たいしょう

幼児さん ～ 小学6年生

さんかひ

会員  
1.500円(税込) 

非会員 
2.500円(税込)

3月のアソビバは、みんなで力を合わせて山登りをするよ！ 
場所は三上山で、頂上まで登りきったみんなには、温かい食べ物のプレゼントが登場予定だよ！ 
みんなでからだも心もポカポカになろう！合言葉は!?山の頂でいっただきまぁーす!! 
標高432mで、東京タワーよりノッポ。滋賀県の富士山と言われる近江富士をみんなで登りきろう!

雨天中止 
中止の場合は当日

7:00に 
HPで案内

もちもの 

12てん

ていいん

25名(先着)
しめきり

5日前17:00まで申込可能! 
会員優先/会員様は定員なし 
定員になり次第、締切。

もうしこみ

会員さまは2/25までに出欠確認

非会員さまは 
こちらから申込が必要です!

ほけん

東京海上日動火災保険(バンカー保険)
の傷害保険に加入し、ご自宅を出られ
てから帰られるまで補償されます。保
険代は参加費に含まれています。補償
内容は団体事務局へお問い合わせくだ
さい。

□ お弁当(持参) □ ティッシュ □ おかし
□ 飲み物(水筒) □ ハンカチ □ 上着
□ 雨具

□
会員さんは… 
ファィルと月謝 
(入れ忘れ注意!)

□

山頂でコンスープを
用意しています　　
(飲めない子はお味
噌汁を用意します) 
なので、お箸または
スプーン

□ 帽子(熱中症対策)

□ レジャーシート
□

非会員さんは… 
参加費を封筒に入れ
て封筒に名前書いて□ 汗拭きタオル

ふくそう

(1) 
長袖、長ズボン、履きなれ
た靴。、動きやすく汚れて
もいい服装 
(2) 
体温調節の取れる服装にご
協力お願いします。

タイムスケジュール

9:50 各駅から徒歩移動

10:10～ 午前のプログラム(登山開始) 
※途中何度か休憩を挟みながら行います。

12:00 昼食休憩

13:00 午後のプログラム(下山開始) 
※途中何度か休憩を挟みながら行います。

15:05 写真を撮って解散

スケジュールは十分に変更の可能性があります。変更時は当団体ホームページ一
番最初の画面・最下部のtwitter部分で配信します。ご確認お願いします。

次のページに各駅のお迎え時間などの記載があります。 

ちゅうい!

(1)最近、ゲームやスマートフォン・カード
ゲームなど活動に不要なものを持ってくるお
子さんが増えています。 紛失や他のお子さ
んとのトラブルの要因になりますので、持っ
てこないでください。緊急の連絡は当団体
からとりますので、携帯も持ってこないでく
ださい。ご理解願います。 
(2)寒くなってきましたが、汗をかきやすい
です。体温調節の取れる格好でお願いします

幼児さんもOK!

https://twitter.com/club_attraction
https://forms.gle/uBkb54rUfkDBRrVi9
https://forms.gle/uBkb54rUfkDBRrVi9
https://twitter.com/club_attraction


★今回は全駅、ICカード使用可能です。 
★幼児さんは運賃は不要です。

   電車などに関する注意事項
1.出発/到着遅れがある場合がございます。リーダーは基本的には各駅改札内でお待ちしています。 
公共交通機関を利用するため電車遅延が発生する場合やプログラム進行具合/子どもたちの体調で遅れが発生する場合やリーダーの到着遅れ/出発遅れが発生する
場合もあります。すべて”トップページ下部twitter部分(twitterされてない方でもご覧いただけます)”に掲載しています。ご確認ください。各駅リーダー集合時間
と書かれた時間に改札内(定期圏内の場合は降りて)で当団体の名札/青色のTシャツをしてお待ちしています。 

2.ICカードの使用は自己管理/責任でお願いします。 
ICOKAなどのICカードや切符の管理に関してはお子さんの自己管理です。会場最寄り駅まで往復切符の復路の切符を持たせてください。ICカードを使って自動販
売機の飲み物を買うのは自己責任でお願いします。クレジットカードを使ったオートチャージタイプのものは紛失時やオートチャージエラーで使用ができない/
各カードによってルールが異なり団体で把握できないことから原則的に使用はお控えいただき、ご使用される場合は当団体では一切責任とれませんのであらかじ
めご了承願います。 

3.参加費や体験費・資料など”にこふれファイル”で管理します。 
参加費は月謝袋かご自身で用意いただいた封筒(金額、参加費という名称、名前の3点を必ず記入)にお釣りのないように入れてください。この封筒は必ずお子さ
んのファイルに挟んでご提出ください。また返却物に関しては、子どもたちのファイルにて返却いたします。大切な書類が入っていることもありますので、お子
さんが帰ってきましたら、一度ご確認ください。 

4.必ず同意/確認を! 
最後に必ずイベントに参加の際は当団体の利用規約を必読、同意してご参加ください。ご参加いただけるということはすべて利用規約を同意されたものとさせて
いただきます。予め、ご了承願います。 

5.急遽ルートの変更やお迎えリーダー不足で、2駅兼任し到着遅れる場合があります。お子さんにもついて来てもらう/待機してもらう可能性もあります。

ルート

電車の時刻/お迎え時間

緊急連絡先(1) 
うーたん　☎ 080 - 3821 - 7146

今回は消費税増税転嫁後の運賃を掲載してまいす。

緊急連絡先(2) 
あーす ☎  080 - 2524 - 9535

駅名
リーダー 
集合時間

こども 
集合時間

電車 
出発時間

電車到着
解散時間

運賃 
(往復)

駅名
リーダー 
集合時間

こども 
集合時間

電車 
出発時間

電車到着
解散時間

運賃 
(往復)

彦根駅 8:10 8:15 8:23 16:19 600円 京都駅
8:05 8:10

8:22 16:21 520円
近江八幡駅 8:25 8:30 8:37 16:05 200円 西大路駅 8:18 16:26

600円野洲駅南口 8:55集合開始 / 9:15集合完了  
　　　　　 帰り15:30解散開始/15:45解散完了 0円 桂川駅 8:00

8:05
8:14 16:29

守山駅
8:30 8:40

8:51 15:51

200円

千里丘駅 7:30 7:35 7:45 16:57 1.180円
栗東駅 8:49 15:53 地下鉄烏丸線
草津駅

8:25 8:35
8:46 15:57 北山駅 7:45 7:50 7:58 16:45 820円

南草津駅 8:43 16:00 京阪線
瀬田駅

8:25 8:30
8:39 16:03 240円 坂本比叡山口

7:45 7:50
8:00 16:43

580円
JR石山駅 8:37 16:06

340円

松ノ馬場駅 8:01 16:42
JR膳所駅

8:15 8:20

8:33 16:09 京阪大津京駅 7:50 8:00 8:10 16:32 520円
大津駅 8:31 16:12 湖西線
JR山科駅 8:27 16:16 420円 堅田駅 7:35 7:40 7:51 16:38 780円

行き帰りの現地は、野洲駅南口 9:40集合 / 9:50完了 : 帰り15:45解散開始/15:55解散完了 

・JR各線のみなさまは、各駅から野洲駅までお越しいただき、野洲駅から徒歩移動 
・京阪各駅のみなさまは、各駅から京阪膳所にお越しいただき、野洲駅まで徒歩移動 
・湖西線、京都線・地下鉄線は京都駅で、それぞれ乗り換えです。 
★全駅行き帰り同様のルートで帰宅します。


