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休暇村 岩手網張温泉 

作成：２０２０年５月 

教育旅行のご案内 

【十和田八幡平国立公園】 
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１．岩手県 岩手郡 雫石町はこんなところ 
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２．休暇村岩手網張温泉ついて 

【全館】 
[客室数] 
 75室 
[主な部屋タイプ] 
 和室トイレ付：【44室】 
 洋室トイレ付：【29室】 
 洋室バス・トイレ付：【2室】       
[収容数] 
 273名(1名2畳) 
 317名（1名1.5畳）  

[貸切基準] 
 170名以上 
 

[一括最大食事席] 
 レストラン ：定員 200名 350㎡ 
 2F大広間 ：定員 250名 300㎡ 
[会議室] 
 大広間「すいれい」   190㎡  
 学校式：最大 200名収容 
 口の字：最大   60名収容 
[スキーセンター(セミナーホール)] 
2階ホール 336㎡ 
椅子200脚 テーブル40卓 

【西館】 
[客室数] 
 50室 
[主な部屋タイプ] 
 和室トイレ付：【20室】 
 洋室トイレ付：【28室】 
 洋室バス・トイレ付：【2室】       
[収容数] 
 140名(1名2畳) 
 170名（1名1.5畳）  

[貸切基準] 
 100名以上 

【東館】 
[客室数] 
 25室 
[主な部屋タイプ] 
 和室トイレ付：【24室】 
 洋室トイレ付：【1室】 
        
[収容数] 
 122名(1名2畳) 
 147名（1名1.5畳）  

[貸切基準] 
 80名以上 
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３．休暇村岩手網張温泉 館内施設 
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３．休暇村岩手網張温泉 館内施設 

大浴場 露天風呂 

広間 会議室 

和室 洋室 
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４．休暇村岩手網張温泉 食事のご案内 
～ 夕食のご案内 ～（一例です） 

～ 朝食のご案内 ～（一例です） ～ 昼食のご案内 ～（一例です） 

※上記メニューは一例です。内容は季節により変更になりますので、ご予約決定時には改めて確定メニューをご用意させて頂きます。 

カレーライスや丼ものなど 
日替わりでご用意いたします。 

ご夕食Ａ 

■牛肉と魚介類の鉄板焼き  

■盛り合わせ 

(海老チーズ焼き、唐揚、サラダ)   

■茶碗蒸し  ■お刺身 ■ご飯 

■味噌汁 ■漬物 ■デザート 

ご夕食Ｂ 

■カニとエビと野菜のせいろ蒸し 
■盛り合わせ(チキンステーキ、
クリームコロッケ、サラダ)  

■牛すじ煮込み ■お刺身  

■ご飯 ■味噌汁 

■漬物 ■デザート 

ご夕食Ｃ 

■牛鍋 ■ロールキャベツ 

■盛り合わせ(カニのパイ包み焼
き、ミートローフ、サラダ)  

■お刺身 ■ご飯 ■味噌汁 

■漬物  ■デザート 

朝食 和食 

■盛り合わせ 

(焼き魚、卵焼き、かまぼこ等) 

■小鉢１ ■小鉢２ ■サラダ 
■ご飯 ■味噌汁 ■漬物  

■フルーツ ■ジュース 

 

朝食 洋食 

■盛り合わせ 

(オムレツ、ベーコン、ウインナー) 

■マリネ ■サラダ ■自家製パン 
■スープ ■ヨーグルト ■フルーツ 

★当館のパン工房で焼いたパンを 

使用しています 
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５．休暇村岩手網張温泉 利用案内 

◎ 客室備品について 

◎ 館内設備について 

テレビ 全室無料。有料のビデオシステムはありません。 冷暖房 冷暖房ともに完備しております。 

ＴＥＬ 外線のみカット可能です。取り外し対応も可能です。 冷蔵庫 お部屋の冷蔵庫は、中は空の状態です。 

茶器セット・ポット 各お部屋に茶器セット・ポットをご用意しております。 ドア キーロック式。オ－トロック式ではありません。 

ルームキー 各部屋管理または引率者一括管理 館内移動 館内移動は、スリッパにて対応できます。 

客室金庫 全客室に完備しております。 枕 
和室は押入れに備え付け。洋室はベット上に用意。 
羽毛枕です。※アレルギー等がある際はご相談ください。 

貴重品袋 ご希望がございましたら客室にご用意致します。 タオルなど タオル類・歯ブラシ・寝巻きなどはご持参下さい。 

ドアペーパー 事前にお送り頂ければ、こちらでセット致します。 
お布団の準備 

お布団敷きは、セルフサービスでお願い致します。 
出発時には布団・シーツ・枕カバーを分けてください。 

ドライヤー 全部屋完備しております。 

ジュース 各階にあります。それぞれ電源カット可能です。  アルコール 各階にあります。それぞれ電源カット可能です。 

売店 【営業時間】7：00～21：00 ご希望により延長可能。 エレベーター 原則として学校様のご利用はご遠慮ください。 

非常口 各階にございます。入室後必ず確認して下さい。 館内放送 
１階フロントに放送設備がございます。全館貸切又はフロア
貸切の場合は、そのフロアのみ放送が可能です。 
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５．休暇村岩手網張温泉 利用案内 

◎ お食事について 

◎ 入浴について 

◎ 貸切対応について 

メニューについて ご夕食・ご朝食ともにセットメニューのご用意となります。 アレルギー 
出来るだけの対応をいたしますので、生徒様のアレルギー
情報を事前にお知らせください。 

お食事時間について 
ご朝食（７：００～）ご昼食（１１：３０～） 
ご夕食（１７：３０～）以降でご用意ができます。 
お食事開始時間は予めご連絡下さい。 

お夜食 
反省会等の会場とお夜食、お飲物をご用意可能です。 
お時間等事前にお知らせください。 

後片付けについて 必要ございません。 
生徒様の 
水筒の給水 

スタッフがご対応致しますので、事前にご相談ください。 

入浴貸切時間の設定 
時期・時間帯により可能です。 
事前のお打合せをお願い致します。 

客室のお風呂 生徒様もご利用頂けます。 

貸切対応 １７０名以上で、全館貸切対応をさせて頂きます。 
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６．モデルコース 
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７．網張の森セルフガイド 
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７．網張の森セルフガイド 
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８．キャンプ場 
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９．展望リフト 
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１０．休暇村岩手網張温泉 自然体験 

キャンプファイヤー 

プログラム名 場所 所要時間 対応人数 

自然観察会  網張の森 約１時間 ５０名 

バター作り スキーセンター 約４０分 １５０名 

しのび駒作り 大広間 約１時間 ２００名 

マウンテンボード 
インラインスケート 

スキー場 約２時間 ４０名 

野外炊飯 キャンプ場 約３時間 ２００名 

キャンプファイヤー スキー場駐車場 約１～２時間 ２００名 

自然観察会 

＜敷地内プログラム＞ 

休暇村の遊歩道をガイドと一緒に散策します。 

野外活動の思い出をより印象強いものにします。 

＜敷地外プログラム＞ 

プログラム名 場所 所要時間 対応人数 

農作業体験 地元農家 約４時間 ４０名 

畜産・酪農体験 地元農家 約４時間 ４０名 

トレッキング 鞍掛山など 場所による 要相談 

草木染め 雫石民族資料館 約３時間 ５～１５名 

フェルトボール作り 小岩井農場 約２時間 ２０～３０名 

農業体験 
農家を訪ね、野菜の種付けや 
収穫を体験します。 

しのび駒作り 

バター作り 
 

稲わらを使って馬型の郷土玩具を作ります。 

牛乳からバターを作る過程を体験します。 

畜産体験 農協施設見学 
畜産農家を訪ね、 
作業体験をします。 

写真はお米の備蓄倉庫です。 
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１１．冬の体験 ～網張温泉スキー場～ 休暇村より徒歩２分 

☆網張温泉スキー場概要☆ 
 
網張温泉スキー場は、本館のすぐ目の前に 
ございます。 

初級者から上級者まで楽しめる、幅広いコース
レイアウトとなっております。 
  
●リフト営業時間 ・・・ ８：３０～ １６：３０ 
 
●リフト本数    ・・・ 合計 ４本 
・第１ペアリフトＡ線 Ｂ線 
・第２ペアリフト 
・第３ペアリフト 
 
●コース数 ・・・ ７本 
 （初級３０％ ・ 中級５０％ ・ 上級２０％） 
 
●場内施設 
・スキーセンター 
（券売所・軽食・レストラン・売店・レンタル・更衣室） 

★学校様本部席設置可能 
「白樺ロッジ」（休憩所） 
・ＳＡＪ公認 「網張スキー学校」併設 
・ＪＳＢＡ公認 「網張スノーボードスクール」併設 
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１１．冬の体験 ～スキー＆スノーボード体験概要～ 

班編成 
８～１０名が基本単位です。事前アンケートにより、 
①未経験②数回経験あり③プルークボーゲン④シュテムターン⑤パラレルターンの５段階程度に分けて編成してください。 

レンタル 
事前にお申し込みいただいたサイズ表に従って、用具はスキー乾燥室に、ウェア類はお部屋にご用意いたします。 
ウェアのサイズ交換はロビーで行います。 

開講式 
閉校式 

屋内…大広間 屋外…スキーセンター前   
スキー学校代表よりごあいさついたします。到着日に講習がある場合は全員揃ってのインストラクター紹介も可能です。 

ミーティング 
先生とインストラクターの打ち合わせを毎朝ロビー等で行います。健康チェック、出欠確認、日程確認等をします。出発、帰着、体調不
良、ケガ等のチェックはすべてロビーに設置のホワイトボードで一元管理いたします。 

昼食 
大広間またはレストランでインストラクターと生徒が班ごとに一緒に食べます。ゲレンデからの誘導、用具の保管、点呼、健康チェック、
昼食後のゲレンデへの誘導はすべて班ごとに担当インストラクターが行います。 

標準講習内容 

午前２時間、午後２時間が基本です。（ゲレンデへの移動時間は除く） 
１日目…用具の扱い方、歩行、登行、ゲレンデマナーの習得など、雪や用具に慣れることを中心に行います。 
２日目…初歩の回転技術、リフトの乗降などを習得し、長めの滑走に慣れることを主眼に行います。 
３日目…全員がゲレンデを楽しく滑ることができるように１つ１つの技術の完成を目標とします。 
【オプション①】「班別ミーティング」…レッスン終了後または夕食後に、班ごとに担当インストラクターから 
                    日中のレッスンの復習やワンポイントアドバイスを受けることができます。 
【オプション②】「スキー技術講話」…スキー学校校長がスキー技術についてわかりやすくご説明いたします。 

救急体制 

パトロール員（２～４名）が場内を巡回、待機しています。本館、スキーセンター、パトロール員は、無線で随時連絡交信が可能です。
レッスン中のケガ、発病などの救急時には、インストラクターからの連絡でパトロール員が現場へ急行し、スキーセンター内のパトロー
ル室へ収容し、応急処置を施した後、病院へ搬送いたします。 
※自由時間中の生徒自身の不注意による事故等につきましては責任を負いかねます。 

スキー傷害保険 万が一のために備えてスキー傷害保険へのご加入をおすすめいたします。詳しくはお問い合わせください。 

バッジテスト 最終日に全日本スキー連盟公認スキー技能テスト（１級～５級）を開催することができます。（受験料、公認料は別途） 
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１２．盛岡ふるさとガイド 
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1３．八幡平の環境学習 
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1３．八幡平の環境学習 
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1３．八幡平の環境学習 
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1３．八幡平の環境学習 
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1３．八幡平の環境学習 
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1３．八幡平の環境学習 
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1３．八幡平の環境学習 
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1３．八幡平の環境学習 
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10.八幡平の環境学習 
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10.八幡平の環境学習 
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10.八幡平の環境学習 
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1３．八幡平の環境学習 



休暇村岩手網張温泉 教育旅行のご案内 

30 

1４．助成金について 
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１５．緊急のご連絡先 

１６．ご予約・お問合わせは 

医療機関 

雫石診療所 
岩手郡雫石町万田渡７４                TEL ０１９－６９２－３１５５ 

休暇村から車で３０分 

栃内第二病院 
岩手郡滝沢村大釜字吉水１０３－１  TEL ０１９－６８４－１１１１ 

休暇村から車で３０分 

消防署 
盛岡西消防署雫石分署 
岩手郡雫石町上曽根田１１０       TEL ０１９－６９２－３２１５ 

休暇村から車で３０分 

警察署 
盛岡西警察署雫石交番 
岩手郡雫石町千刈田７６－９       TEL ０１９－６９２－２２１９ 

休暇村から車で３０分 

保健所 
盛岡保健所 
盛岡市内丸１１－１                     TEL ０１９－６５１－３１１１ 

休暇村から車で６０分 

休暇村 岩手網張温泉 〒020-0585 岩手県岩手郡雫石町網張温泉 

Tel.019-693-2211  Fax.019-693-2213 

休暇村協会 営業本部 販売促進課 
TEL：03-3845-8652  FAX：03-3845-8658 
 

 
 

 

 
 

 

休暇村協会 休暇村大阪センター 
TEL: 06-6343-2290  FAX: 06-6343-0134 


