
 

 

 

 

 

 
＜開催場所＞ 
①開講式・講座・調理研修・閉講式（2/3、2/5） 
「⽣涯学習センター こぶちざわ」 
（住所）⼭梨県北杜市⼩淵沢町７７１１ 
（電話）0551-42-1495 
（交通）JR ⼩淵沢駅より徒歩 12 分 
 
②講座・体験会場(2/4)「萌⽊の村」 
（敷地内：オルゴール館、滝⾒の丘、喫茶店 ROCK） 
（住所）⼭梨県北杜市⾼根町清⾥ 3545 
（電話）0551-48-3522 
（交通）⼩海線清⾥駅より徒歩 10 分 
 
③講座・体験会場(2/4)「ポールラッシュ記念館」 
（住所）⼭梨県北杜市⾼根町清⾥ 3545 
（電話）0551-48-5330 
（交通）⼩海線清⾥駅より⾞で 5 分 
 
④夢甲斐塾との合同企画会場（2/4）「清泉寮」 
(ポールラッシュ記念館の隣に位置します。) 
（住所）⼭梨県北杜市⾼根町清⾥ 3545 
（電話）0551-48-2111 
（交通）⼩海線清⾥駅より⾞で 5 分 
 
⑤宿泊施設（2/3, 2/4）「清⾥ユースホステル」 
（住所）⼭梨県北杜市⾼根町清⾥ 3545 
（電話）0551-48-2125 
（交通）萌⽊の村より徒歩 10 分 
 
⑥講座・体験会場(2/4)「萌⽊の村 ハット・ウォールデン」 
（住所）⼭梨県北杜市⾼根町清⾥ 3545 
（電話）0551-48-3522 
（交通）⼩海線清⾥駅より徒歩 10 分 
 
＜集合・解散時間＞ 
集合時間：令和 5 年 2 ⽉ 3 ⽇（⾦）13：00 
集合場所：⽣涯学習センターこぶちざわ 2F ⽂化伝承室 
解散時間：令和 5 年 2 ⽉ 5 ⽇（⽇）16：30 
解散場所：⽣涯学習センターこぶちざわ 2F 研修室 
 
＜今回の講座で取り組む 3 つの挑戦＞ 
1. 講座内の写真撮影を極める。 
2. ⾷事、歩き⽅の所作・作法の美しさを極める。 
3. 塾⽣それぞれ⼀つ挑戦を準備し、実践する。 
 
＜調理研修メニュー＞ 

＜25 期⽣名簿＞ 
菅間 求 かんま もとむ  ⾷事・危機管理 
⼭⼝ 未夏 やまぐち みか  育み・時事研究 
橋本 悟助 はしもと さすけ  広報・掃除 
蒲澤 英介 かまさわ えいすけ 掃除・たしなみ 
井関 真 いせき まこと  たしなみ・危機管理 
森本 尚志 もりもと たかし  演劇・広報 
藤井 剛 ふじい たけし  会計・危機管理 
中島 智彦 なかじま ともひこ 年間リーダー・志道 
寺⽥ 雄 てらだ ゆう  会計・危機管理 
住本 琢磨 すみもと たくま  年間リーダー・時事研究 
⾓⽥ 穂彬 つのだ ひであき  育み・時事研究 
若林 紋⼦ わかばやし あやこ 年間リーダー・たしなみ 
林 健  はやし たける  年間リーダー・⾷事 
内⽥ 聡 うちだ さとし  会計・掃除 
宮下 宏隆 みやした ひろたか 志道・広報 
 
＜服装＞ 
チームポロシャツ、チームウインドブレーカー、防寒着 
※屋外で極寒の中、林道整備体験を⾏う予定です。 (-10℃前後) 
※林道体験をされる⽅は下記防寒着を参考にご準備ください。 
ニット帽、ネックウォーマー、グリップ付き作業⽤軍⼿（厚⼿）、タオ
ル、極暖ヒートテック上下、ハイネックの服、薄⼿のダウン、ウインド
ブレーカー、洗えるダウンパンツ、厚⼿の靴下、登⼭靴（運動靴でも
OK。作業で濡れる可能性があるので予備の靴。） 
⾬天時：作業⽤カッパ（上下） 
 
＜その他準備物＞ 
今回の研修では、調理研修、体験型研修があります。 
三⾓⼱・エプロン・マイ箸・マイコップ・マイボトル・移植ゴテ 
(=⼩さなスコップ)  
※ハット・ウォールデンに宿泊する⽅の中で可能な⽅はワクチン接種歴
3 回の証明書（原本）、または 3 ⽇前までの PCR検査証明書・前⽇まで
の抗原検査証明書をご持参ください。 
※清⾥ユースホステル（塾⽣宿泊所）にアメニティはありません。 
必要に応じて下記アメニティを各⾃ご準備ください。 
暖かいパジャマ、BOXティッシュ、バスタオル、フェイスタオル、ドラ
イヤー、⻭ブラシセット、化粧⽔など ⿐炎持ちの⽅はアレルギー薬  
 
＜コロナ対策＞ 
・今回の講座では抗原検査は必須でありません。 
・過去配布の消毒アルコールをお持ちの⽅はそちらをお使いください。 
・⾷事は極⼒「默⾷」へのご協⼒をお願い致します。 
・発熱時は危機管理班の指⽰に従ってください 
・混乱を避ける為、発熱時の⾏政対応は危機管理班が担当致します。 
・帰宅の可否、隔離場所など、勝⼿な判断での⾏動はご遠慮ください

主⾷：ほうとう（郷⼟料理） 
主菜：菜の花の豚⾁巻き焼き 
副菜：せいだのたまじ 
副菜：ほうれん草の胡⿇和え 
⽢味：リンゴのすりおろし寒天ゼリー 
 

清里講座「開拓者に学ぶ志」  
未知の何かを切り拓くうえで、又は崩れ落ちたものを一から立て直すうえで、 

そして自分自身が生きていくうえで、必要なのは「挑戦しようとする志」だと考えます。 

 今日の日本を見ると、保守的・受動的な考えの人が多く、何かに挑戦していくという考えを持った人は少数派のように思います。  

山梨県北杜市清里では、清里開拓の父と言われるポールラッシュ、 

そしてその志を受けた「萌木の村」の舩木上次氏という開拓の模範となる人がいます。 

関東クラス25期の講座の集大成として、今後の人生において未知のことに動じず、開拓していく(挑戦していく)志を学びます。 

 今回の研修では、萌木の村施設内にある倒木によって塞がれてしまった林道を実際に整備体験することで倒木を自然に還しつつ、 

自然と人が共存できる場所(林道)を開拓することに挑戦します。 

東クラス（関東）    2/3（⾦）-2/5（⽇） 



＜全体スケジュール＞ 
 
2 ⽉ 3 ⽇（⾦）1 ⽇⽬ 

時間 内容 場所 

11:00 現役⽣集合 

⽣涯学習センター 

こぶちざわ 

13:30 開講式 

14:45 課題発表（⾷事調査） 

15:45 課題発表（時事研究） 

17:45 塾⻑と語る 
萌⽊の村 ROCK 

19:00 ⼣⾷(懇親会) 

20:45 終了 

◯宿泊所 

現役⽣・塾頭副塾頭・OB︓清

⾥ユースホステル 

塾⻑︓ハット・ウォールデン 

 
 
2 ⽉ 4 ⽇（⼟）２⽇⽬ 

時間 内容 場所 

6:30 起床   

7:00 

（7:30~ 

ハット・ウォー

ルデン） 

朝⾷ 

◯⾷事処 

現役⽣・塾頭副塾頭 OB︓清

⾥ユースホステル 

塾⻑︓ハット・ウォールデン 

8:00 朝の集い 

萌⽊の村 オルゴール館 

8:50 課題発表(輪読) 

10:00 

⾦⼦様 講話 

「森作り体験につい

て」 

11:00 
体験「五感に届く森作

り」前半 
滝⾒の丘 

13:10 昼⾷ 萌⽊の村 ROCK 

14:00 
体験「五感に届く森作

り」後半 
滝⾒の丘 

16:20 
ポールラッシュ記念館

施設⾒学 
ポールラッシュ 

16:50 舩⽊社⻑講話 記念館 

18:00 
夢甲斐塾＋⻘年塾 合同

親睦会 
清泉寮 

20:30 終了   
 
 
 

 
 
2 ⽉ 5 ⽇（⽇）3 ⽇⽬ 

時間 内容 場所 

6:00 起床   

6:30 

（7:30~ 

ハット・ウォー

ルデン） 

朝⾷ 

◯⾷事処 

現役⽣・塾頭副塾頭 OB︓清

⾥ユースホステル 

塾⻑︓ハット・ウォールデン 

7:45 朝の集い 萌⽊の村 

9:15 調理研修 

⽣涯学習センター 

こぶちざわ 

11:15 昼⾷ 

12:30 課題発表(育み) 

13:15 
協議｢出発後の実践につい

て｣ 

14:35 閉講式 

16:05 終了 

 
＜調理研修役割表＞ 
 

  メニュー名 担当者 

主⾷ ほうとう 
麺 

菅間、宮下、中島、橋本、

森本 

汁 林、住本、井関 

主菜 菜の花の豚⾁巻き焼き 蒲澤、若林、寺⽥ 

副菜 せいだのたまじ 内⽥、⾓⽥ 

副菜 ほうれん草の胡⿇和え 

藤井、⼭⼝ 

⽢味 
リンゴのすりおろし寒天

ゼリー 

 
＜部屋割表＞ 
 

 
 

  ⼈数 ストーブ管理者 メンバー 

1 班 8 名 井関 
井関、蒲澤、住本、 

橋本、林、宮下 

2 班 8 名 菅間 
内⽥、菅間、⾓⽥、寺⽥、 

中島、藤井、森本 

3 班 8 名 加藤副塾頭 

荒井塾頭、加藤副塾頭、 

⼤場さん、⼆瓶さん、酒井

さん 

4 班 3 名 ⼭⼝ ⼭⼝、若林 


