冬眠ヤマネ

冬の清里は、安・近・温
清泉寮 SEISEN-RYO にお出かけください。
山梨県の北西部に位置する清里高原。八ヶ岳の麓、標高 1400 メートルの清里か
らは富士山 、南ア ルプ ス、奥秩父 連山な ど日 本を代表す る山岳 景観 に囲まれて
います。首都圏からは JR 中央線、中央自動車道で約 2 時間半。近いだけゆっく
りと滞在が 可能で す。 冬季は晴天 率も高 く空 気の透明度 も高い ので 、寒さは厳
しいながらも、感動的な景色を楽しんでいただけます。
清里の豊か な自然 に抱 かれるよう にある 清泉 寮は、米国 人ポー ル・ ラッシュ博
士が若者の 宿泊研 修施 設として建 設した もの 。現在は、 家族や 友人 グループな
ど幅広くご 利用い ただ いています 。ソフ トク リームで有 名だけ ど、 農場、ファ
ームショッ プ、や まね ミュージア ム、八 ヶ岳 自然ふれあ いセン ター 、ポール・
ラッシュ記 念セン ター といった施 設も充 実し ています。 温泉施 設も あるので、
泊まりがけでお出かけいただき冬の清里を十分に堪能してください。

安 朝十時の気温で割引率決定、最高五割引き
清里では、 ただい ま「 寒いほどお 得フェ ア」 を、街をあ げて開 催中 。今年は、
飲食店以外にもホテルやペンションなど清里の観光施設が揃っています。朝 10
時の気温が +5℃以下ならおすすめ商品が 30%割引、マイナス 5℃以下まで冷え
たら 50%割引になります。 (2 月 28 日まで )詳しいことはインターネットで !
「清里」→「検索」をクリック ! この機会に、清泉寮でのご宿泊を是非 ! 当日
の気温による割引料金をご活用ください。

近 自然の神秘を間近に、冬眠ヤマネを展示中
天然記念物 ・森の 妖精 ヤマネはた だいま 冬眠 中。まん丸 になっ てス ヤスヤ眠る

ヤマネを見 に来ま せん か。キープ 協会の やま ねミュージ アムで は、 館内に冬眠
ヤマネ特別 展示エ リア を設けて、 ヤマネ の冬 眠を妨げな いよう その 様子を観察
できる展示を行っています。やまねミュージアムは、午前 10 時から午後 4 時、
月火は休館です。入館料は大人 300 円、幼児無料。入館記念に可愛いヤマネの
ピンズがもらえます。冬眠ヤマネの展示は 3 月中旬までの予定です。※ヤマネ
の体調や気 候の変 化に よっては、 ヤマネ が冬 眠から覚め てしま うこ とがありま
す。その際 は、展 示を 一時中止、 終了と させ ていただく ことが あり ます。お問
い合わせは、電話○五五一 (四八 )三五七七まで。

温 清泉寮に足湯
清泉寮に天然温泉があるのをご存知ですか ?昨年春、清泉寮新館に天然温泉掛け
流しの浴室 棟がで きま した。泉質 はナト リウ ム・マグネ シウム 炭酸 水素塩泉。
そして、清 泉寮ソ フト クリームの 売り場 ・ジ ャージーハ ットの テラ スに足湯が
オープンし ました 。足 湯に浸かり ながら 目の 前の富士山 、右手 の南 アルプス、
足もとに広がる牧草地 !大パノラマが広がっています。足湯は無料でお楽しみい
ただけます 。身も 心も 温まってく ださい 。ジ ャージーハ ットは 毎日 午前九時か
ら午後五時まで (土日は六時まで )、タオルはご持参いただくか店内で販売してい
ます。

清泉寮ブライダル・エクスペリエンス
祝宴の主役 は、同 時に 「おもてな し」の プロ ジェクト・ リーダ ー。 清泉寮は、
あなた的「おもてなし」をお手伝いします。ご結婚を計画されているカップル、
ご家族の皆さまにお知らせです。
二時間の祝宴メニュー (12,000 円のコース料理 )
を本番さな がらの オペ レーション でお召 し上 がりいただ きます 。招 待する人々
の顔を思い 浮かべ なが ら、あなた 的「お もて なし」のイ メージ を膨 らませてく
ださい。そ して、 将来 、お二人の “プロ ジェ クト”をお 手伝い させ ていただけ
れば幸いです。●期日：二月十四日 (日 )・三月十四日 (日 )●時間：午後一時～三
時●参加費お一人様 3,500 円（先着 20 組）
お問い合わせ：○五五一 (四八 )二一一一
E-mail: seisen-f@keep.or.jp
清泉寮では様々な宿泊プランを用意しています。
詳しくは HP→ http://www.keep.or.jp 清泉寮→検索

