
バレンタイン＆ホワイトデーサービス期間バレンタイン＆ホワイトデーサービス期間バレンタイン＆ホワイトデーサービス期間

15：00～19：0015：00～19：00

一般参加者歓迎イベント一般参加者歓迎イベント

宿泊者限定イベント宿泊者限定イベント

1212月2323日土 18：00～19：0018：00～19：00
初めてのキャンプ体験初めてのキャンプ体験初めてのキャンプ体験

初心者の方を対象にキャンプ体験ができます。夕食付きで
ご家族様分のキャンプ道具をご用意させて頂き、テント・
タープの設営方法及び飯ごう炊さんなどキャンプに必要な
知識を楽しみながら習得できます。

※1組最大６名様まで 
（10組までの締め切りとさせて
頂きます） 
※1家族基本料＋参加人数の合計となります。 
※夕食は合同で飯ごう炊さんとカレー作り 
※温泉入浴料１回無料　※朝食はご用意ください

4月21日～22日、6月16日～17日
13：00～翌日11：00  （集合時間 12：30）

海亀放流体験会海亀放流体験会海亀放流体験会

海亀産卵地区のキャンプ場前の遠州灘海岸で、海亀の保護
活動を行っている団体より、説明を受けた後、ふ化したての
子亀を放流体験して頂きます。尚、皆様より頂く参加費はそ
の団体の保護活動費として寄付しております。
※その年度のふ化状況（気象・産卵数）により、お客様にお配りする子
亀の数が異なります。ご了承下さい。

9月1日土
15：00～16：30

クリスマスキャンプクリスマスキャンプクリスマスキャンプ

クリスマスを迎える前にクラフトを作成します。イルミネー
ションツリーの下、サンタさんと一緒にキャンプファイヤーを
囲み楽しみます。サンタさんからプレゼントがあるかも？

12月22日土 18：00～19：00

クリスマスキャンプ参加費
（キャンプ場宿泊者） ― 無料
（一般参加者） ― 500円
・クリスマスクラフト ― 1個500円
・サイトデコレーションコンテスト
 ― 1サイト100円

BBQ食事付きカヌー＆
 手漕ぎボート体験教室
BBQ食事付きカヌー＆
 手漕ぎボート体験教室
BBQ食事付きカヌー＆
 手漕ぎボート体験教室

カヌー・手漕ぎボートの基本的動作・操船講習を行う為、初め
てカヌーに乗船する方でも安心してご参加頂けます。安全
性の高いしおさい湖での体験教室は、水面からの自然観察
を気持ち良く行う事ができます。

（上記には食事と保険料が含まれ
ています。 但し、幼児には食事が
含まれておりません。） 

7月17・23日 
8月6・7・20・21日　9：30～15：00 

クリスマスクラフト
クリスマスキャンプ
サイトデコレーションコンテスト

タイムスケジュール
15：00
18：00
17：00

開始
17：00
19：00
20：00

終了

受付開始日1月1日～

受付開始日2月1日～
受付開始日3月1日～

受付開始日6月1日～

参加費

参加費1名（幼児も同様）
（キャンプ場宿泊者）―700円
（一般参加者）―1,000円
 

参加費
小学生以上 ― 3,000円
幼児 ― 1,000円 

参加費
1家族基本料  10,000円
1名 ― 1,500円
 （幼児500円）

参加費

一般参加者歓迎イベント

宿泊者限定イベント

クリスマスクラフトより
ご参加の方 15：00～19：00

付き添い者食事のみ 1,400円

7月7日土 15：00～20：00

①短冊に願いを
 15：00～18：00
②七夕クラフト
 15：30～17：00
③七夕キャンドルナイト
 19：30～20：00

障害物の無い星空の下
で短冊にお願い事をし
ましょう。キャンドルナ
イトは幻想的な世界で
すよ！

10月27日土 14：30～20：00

①ハロウィンクラフト 14：30～16：00
②キャンプファイヤー 16：30～17：00
③仮装行列 16：30～17：00
④サイトデコレーションコンテスト 17：00～18：00
⑤お菓子配布 18：30～20：00
　　　　　　  カボチャ大王降臨！！

スキレットを使用しての料理教室　 16：00～17：00
歓談タイム　　　　　　　　　　18：00～20：00

仮装をして非日常をお
楽しみ下さい！仮装した
子供がコンテスト参加
サイトを回ります。可能
な方はお菓子の用意を
お願いします。

七夕クラフト　1個150円～ サイトデコレーションコンテスト
1サイト200円

受付開始日1月1日～

2019年2月2日土
15：00～16：30

①お面作り 15：00～15：30
②安くて美味しい恵方巻き作り
 15：30～16：00
③気分爽快豆まき（お菓子）
 16：00～16：30

新年の始まりに相当する立春を迎
える前日の季節の変わり目には邪
気が入りやすいと言われていま
す。キャンプ場に邪気をまとった悪
い鬼が出現するとか？豆まきで邪
気（鬼）を追い払おう。

恵方巻き作り　1本200円

受付開始日8月1日～

2019年2月1日～2月14日（随時）
2019年3月1日～3月14日（随時）
期間中のご利用でチョコレートプレゼント

予約不要

予約不要

受付開始日4月1日～

昆虫公園のスタッフが、昆虫の生態・飼い方を教えてくれます。 
昆虫に関する質問もこたえちゃうよ。

11月23日金 17：30～19：30

高校生以上 ― 1,000円   小・中学生― 500円   幼児― 200円

受付開始日5月1日～

天体観測の先生が来て、専門の望遠鏡で月や星を観察します。7月・8月は天の
川が確認できる！また、火星が大接近します！12月は流星群がみられるかも？

4/28土・4/30月・5/26土・6/23土
7/22日・8/5日・8/12日・8/25土
9/22土・10/13土・11/3土 ・12/15土
12/31月 

2018年

1/1朝火・1/26土・2/23土・3/23土
2019年

予約不要

七夕☆星に願いを七夕☆星に願いを七夕☆星に願いを

節分キャンプ節分キャンプ節分キャンプ 天体観測イベント天体観測イベント天体観測イベント

ハロウィンキャンプハロウィンキャンプハロウィンキャンプ
竜洋隣りのキャンプごはん！！竜洋隣りのキャンプごはん！！竜洋隣りのキャンプごはん！！

5月2日水 18：00～19：00 8月17日金 17：00～18：00

1家族
（500g）
1,500円

2018年12月31日月
14：00～16：00

2019年1月1日火
6：30集合

2019年1月2日水・3日木
15：00～16：00

12月29日土
13：30～15：00

※各回先着5家族まで。　※材料手配の関係で1週間前で受付け終了となります。
1回目 15：00～16：302回目

受付開始日6月1日～

今年最後のよき思い出に、参加者に協力頂きながらお餅をつきます。
できたての美味しいお餅を試食します。計4回のお餅をついていきます。

予約不要

予約不要 予約不要

そば打ち体験そば打ち体験そば打ち体験

お餅つきお餅つきお餅つき

初日の出初日の出初日の出 新春運試しゲーム　新春運試しゲーム　新春運試しゲーム　

年 末 年 始 イ ベ ン ト

参加費

・1品持ち寄りパーティー＆キャンプ場特製料理
　※主食や飲物はご持参下さい
・キャンプファイヤーを囲んで暖まりながら楽しい時間を過ごしましょう
・温泉入浴料1名１回無料 ・記念品プレゼント（1サイトにつき）

12月1日土 16：00～20：00
一人 1,000円

受付開始日6月1日～竜キャン女子部～女子だけでキャンプしよっ～竜キャン女子部～女子だけでキャンプしよっ～竜キャン女子部～女子だけでキャンプしよっ～
参加費

・はやりのスキレットを使った料理教室で、女子力アップ！
・夜は焚火を囲んでお酒やおつまみを片手にゆったりと
　した時間をすごしませんか
・入浴券一人1枚サービス　女性限定イベントのため、男性厳禁

おとそサービス　17：00～17：30

夜間昆虫教室夜間昆虫教室夜間昆虫教室 昆虫ガイドウォーク昆虫ガイドウォーク昆虫ガイドウォーク

竜洋竜洋は自然自然と感動感動がいっぱい！いっぱい！竜洋竜洋は自然自然と感動感動がいっぱい！いっぱい！竜洋は自然と感動がいっぱい！竜洋は自然と感動がいっぱい！
金額は8％税込金額です。

Tel.0538‒59‒3180
Fax.0538‒59‒3181

受付時間
9：00～
 17：00

お 問 合 わ せ 先2018年4月
▼

2019年3月

2018年4月
▼

2019年3月

2018年4月
▼

2019年3月



竜洋フィッシング大会

エコ・キャンプ実施中エコ・キャンプ実施中エコ・キャンプ実施中

春のフェア

年間年間イベントスケジュールイベントスケジュール年間年間イベントスケジュールイベントスケジュール

2018年は自然に触れて・見て・感じるイベント（◇）をご用意しております。◇については、裏面にて詳細をご案内致します。

一般の方が参加できるイベント
宿泊者限定イベント

4月7日土・8日日
イベント開催時間　9：00～15：00
いちごフェアを開催致します

春のフェア

※上記以外のイベントも多数計画中。決まり次第ホームページに随時掲載致します。
※天候・気象条件の関係で変更又は中止となるイベントも有ります。 アンケートに参加するだけで、エコロジーへの貢献ができます。

毎年数多くのお客様が参加され、地球環境保全に取り組んで頂いております。
アンケートに参加するだけで、エコロジーへの貢献ができます。

毎年数多くのお客様が参加され、地球環境保全に取り組んで頂いております。
アンケートに参加するだけで、エコロジーへの貢献ができます。

毎年数多くのお客様が参加され、地球環境保全に取り組んで頂いております。

エコ・キャンプ実施中

●キックターゲット　　
●輪投げ大会
●お絵描き教室
●折り紙工作　　　　　
●紙芝居観賞会
●サイコロゲーム
●ネイチャーゲーム　　
●靴飛ばし　　　　　　
●ドッヂビーゲーム
●ボール入れゲーム　
夕陽を見に行こう
ミニ運動会　
●その他

夏場のみ
●スイカ割り大会
●カッパ天国（水遊び）
●肝試し大会
●移動水族館ウォット

※ウェルカムイベントでは下記内容を日替わりで
　1日1回開催しております。

☎ 0538-59-2641 ☎0538-66-5580年間イベントスケジュール

〒438-0233 静岡県磐田市駒場6866-10
Tel.0538-59-3180　Fax.0538-59-3181
ht tp : / /www. ryu -yo . co . jp /AUTO/

〒438-0233 静岡県磐田市駒場6866-10
Tel.0538-59-3180　Fax.0538-59-3181
ht tp : / /www. ryu -yo . co . jp /AUTO/

〒438-0233 静岡県磐田市駒場6866-10
Tel.0538-59-3180　Fax.0538-59-3181
ht tp : / /www. ryu -yo . co . jp /AUTO/

竜洋海洋公園オートキャンプ場竜洋海洋公園オートキャンプ場竜洋海洋公園オートキャンプ場

しおさい竜洋

18周年 秋のフェア
9月15日土・16日日

イベント開催時間　9：00～15：00
りんご・なしフェアを開催致します

秋のフェア18周年 お客様感謝フェア
11月17日土・18日日

イベント開催時間　9：00～15：00
秋の旬祭りを開催致します

お客様感謝フェア18周年 冬のフェア
12月15日土・16日日

イベント開催時間　9：00～15：00
ほっかほっかお芋フェアを開催致します

冬のフェア18周年

7・8月実施予定

12月～3月

19:00～20：00

16:00～17：00

16:00～17：00

15：00～16：00

4月～11月

16：00～17:00

NEW
NEW

11月18日日 9：30～14：00
参 加 費 参加資格

詳しくはお問合せ 小学1年～大人・親子

HP：磐田市竜洋
B&G海洋センター

で検索

受付開始日11月1日～竜洋フィッシング大会

ウェルカムイベント
のご案内

ウェルカムイベント
のご案内

ボール入れゲームボール入れゲーム

夕陽を見に行こう夕陽を見に行こう

水遊び水遊び

イベントイベント情報情報
　　竜洋海洋　　竜洋海洋センターセンター
イベント情報
　　竜洋海洋センター
イベント情報
　　竜洋海洋センター

年間イベントスケジュール年間イベントスケジュール
竜 洋 海 洋 公 園 オ ー ト キ ャ ン プ 場

2018年4月 ▼2019年3月
月 日 イベント名 時間 参加費（税込） 予約

4月
7・14・21・28・29・30 ウェルカムイベント 右記 無料 不要

21～22 ◇初めてのキャンプ体験 （12:30集合）
13:00～翌日11:00 1家族10,000円～ 予約制

5月
1～5・12・26 ウェルカムイベント 右記 無料 不要

2 ◇夜間昆虫教室 18:00～19:00 無料 不要
19 オートキャンプの日 15:00～17:00 無料 不要

6月
2・9・16・23・30 ウェルカムイベント 右記 無料 不要

16～17 ◇初めてのキャンプ体験 （12:30集合）
13:00～翌日11:00 1家族10,000円～ 予約制

7月
14・15・21～31 ウェルカムイベント 右記 無料 不要

7 ◇七夕☆星に願いを 15:00～20:00 150円～ 予約制
17・23 ◇BBQ食事付きカヌー&手漕ぎボート体験教室 9:30～15:00 3,000円 予約制

8月
毎日 ウェルカムイベント 右記 無料 不要

6・7・20・21 ◇BBQ食事付きカヌー&手漕ぎボート体験教室 9:30～15:00 3,000円 予約制
17 ◇昆虫ガイドウォーク 17:00～18:00 無料 不要

9月
8・15・16・22・23・29 ウェルカムイベント 右記 無料 不要

1 ◇海亀放流体験会 15:00～16:30 700円～ 予約制

10月
6・7・13・20 ウェルカムイベント 右記 無料 不要

27 ◇ハロウィンキャンプ 14:30～20:00 無料 予約制

11月
3・10・17・23・24 ウェルカムイベント 右記 無料 不要

23 ◇竜洋隣りのキャンプごはん 17:30～19:30 1,000円 予約制

12月

1・8・15 ウェルカムイベント 右記 無料 不要
1 ◇竜キャン女子部 16:00～20:00 1,000円 予約制

22
◇クリスマスクラフト 15:00～17:00 1個500円 予約制
◇クリスマスキャンプ 18:00～19:00 無料 不要

29 ◇そば打ち体験 13:30～16:30 1,500円 予約制
31 ◇お餅つき大会 14:00～16:00 無料 不要

2019
1月

1
◇竜洋富士の初日の出 6:30集合 無料 不要
◇おとそサービス 17:00～17:30 無料 不要

2・3 ◇新春運試しゲーム 15:00～16:00 無料 不要
1～6 ◇お正月遊び無料貸出（羽子板など） 9:00～16:00 無料 不要

2月
2 ◇節分キャンプ 15:00～16:30 200円 予約制

1～14 ◇バレンタインサービス期間 ― 無料 不要

3月
16・23・30 ウェルカムイベント 右記 無料 不要
1～14 ◇ホワイトデーサービス期間 ― 無料 不要


