
【はるたかチャンネル×ほっこり KIZUNA テレビ合同交流会 開催概要】 

 

この度、私たちはるたかチャンネルとほっこり KIZUNA テレビさんの合同で交流会を開催

することになりました。2021 年大阪キャンピングカーショーの開催に合わせての開催とな

ります！土曜日ショーを楽しんでから淡路島温泉でほっこりして、交流会に参加して

KIZUNA を深めていけたら嬉しいです。また、同じく淡路島で 5 月と 9 月にも車中泊イベ

ントがあります。最後に概要がありますので、そちらも皆様お誘い合わせの上、ご参加お待

ちしております！ 

 

★同時開催★ 

 

兵庫県芸術家協会主催 

《Awaji Island 7 Minutes Short Movie Competition2021》 

『地域の絆』と『ほっこり』をキーワードに淡路島の魅力を伝える 7 分きっかりの映像作品

を大募集！このコンペは兵庫県芸術家協会を通してメディアへプレスリリースしますので、

淡路島とあなたの映像作品の魅力を世界中に伝えていきましょう！ 

 →詳しくは別紙を参照ください。 

 

※開催には全力を尽くしますが、新型コロナウイルスの感染状況によっては営業自粛や移

動制限など中止をせざるを得ない状況も考えられます。その際はご理解頂ければ幸いです。 

 

●開催概要● 

 

■日時：2021 年 3 月 13 日(土)~14 日(日)(雨天決行) 

13 日 14：00 受付開始→14 日 12：00 完全撤収 

 

■場所：兵庫県 淡路島 Green てらすキャンプ場 

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2237 

TEL 0799-70-6708 

HP：https://www.green-terasu.com/ 

※会場は当日貸し切りとなります。 

 

 

 



■参加費：3 パターン 

① キャンピングカー・車中泊・テント泊→1 組 3000 円+参加人数×500 円 

※①＋②で先着 8 組 

※スペースの関係でオーニングの使用はお控え頂く様にご協力下さい。 

② キャンピングトレーラー→1 人 6000 円（最大宿泊可能人数 5 人/台） 

  ※ただし 4 人以上は 1000 円引き。※先着 4 組 

  ※駐車場は徒歩 5 分の最寄りの無料駐車場を案内します。 

③ 交流会のみ参加→人数×500 円 

  ※最寄りの車中泊スポット：多賀の浜駐車場（24h 開放トイレ付） 

 

■申し込み方法 

メールにて下記項目を記載し申し込みをお願いします。 

件名：淡路島交流会参加希望 

本文：下記①～⑥の回答 

 

① 代表者のお名前 

② ハンドルネーム（チャンネル名や SNS 名など） 

③ 参加方法（参加費の①～③をお選びください） 

④ 参加人数 

⑤ 当日ご連絡がつくお電話番号 

⑥ お車のサイズ（横×縦） 

 

送信先：harutaka.ch@gmail.com 

 

■入金方法 

当日会場で Green てらすさんに直接お支払い下さい。 

 

■申し込み締め切り 

2021 年 3 月 7 日(日) 

 

■キャンセルについて 

3/9 中にご連絡頂ければ無料にて対応します。 

それ以降につきましてはキャンセル料が 100％かかりますのでご了承下さい。 

→いずれの場合もわかり次第ご連絡頂ければ幸いです。 

 

 



■食事について 

BBQ やクラブハウス内のキッチンは使用可能です。 

食材の手配は各自、事前に近隣施設でお済ませください。 

→買い出しにおススメのお店を別紙にまとめました！参考にしてください。 

■入浴について 

キャンピングトレーラーにご宿泊の方のみシャワーがついています。 

それ以外の方はお近くの入浴施設で事前にお済ませください。 

→おススメの温泉を別紙にまとめました！参考にしてください。 

 

■タイムスケジュール 

3/13 14：00 受付開始（受付時の検温のご協力をお願いします） 

   18：50 開会の挨拶 

19：00 兵庫県芸術家協会公認パフォーマンスショー 

21：00 発電機等の使用を停止。話声もトーンダウンでお願いします。 

23：00 完全消灯 

3/14 8：00 交流会再会 

10：00 閉会の挨拶 

   12：00 完全撤収 

 

■車の移動について 

 Green てらすに停められる方は安全上の理由により原則禁止とします。 

 ※もし動かす可能性があるようでしたら事前にお知らせください。 

 

■食事のシェア 

必ず調理中のマスク、手袋の着用をお願いします。 

また調理に使うものに関しては全てに消毒をお願いいたします。 

 

■撮影について 

この交流会には Youtuber の方も参加されますので撮影が色々な場所で行われる可能性があ

ります。お車のナンバーや、お顔など撮影 NG の場合は必要に応じてご自身で隠していた

だけますようにお願い致します。 

 

■注意事項等 

・交流会なのでお互いにご挨拶は OK です。ただし不快に思われるような勧誘などの行為

は禁止とします。 

・ゴミは Green てらすさんの方で用意して頂けるゴミ箱に缶・ビン・ペットボトル・燃え



るゴミ・燃えないゴミに分別して捨てて下さい。 

 

■ペットについて 

ペットの入場は可能としますが、以下の内容の厳守をお願いします。 

・リードの着用 

・排泄物はシートや処理バッグをお持ちの上ご参加下さい。 

・その際に出たゴミは飼い主様がお持ち帰りください。 

・他の参加者の方の中には動物が苦手な方やアレルギーをお持ちの方もいらっしゃいます

ので、周りの参加者にご配慮をお願いします。 

・ペットにより器物損害、損害、クレーム等は飼い主様の責任で処理・ご対応ください。 

・必ず各種予防接種を受けてのご参加をお願い致します。 

 

■交流会に関する免責事項 

・会場内における参加者同士のトラブル(事故・事件・盗難など)に関しては、主催者は一切

責任を負いかねます。 

・他人が不快に思われるような行為は当然おやめください。ご協力いただけない場合、退場

して頂く場合もございます。 

・会場内においてペットの噛み合い、負傷、死亡、他人への噛みつきなどのトラブル、事故

及び紛争等につきましては、主催者は一切責任を負いかねます。 

 

■新型コロナウイルス対策について 

・参加にあたって、別添の誓約書、2 週間の体温調査の提出にご協力ください。 

・飲食時以外でのマスクの着用をお願いいたします。 

・アルコール消毒や除菌シートなどをご用意して頂き、こまめな消毒をお願いします。 

・交流会は 2m 以上の距離をとってお話ください。 

皆様が安全にお過ごし頂ける様にご協力をお願い致します。 

 

尚、こちらの情報は主催者側の都合や世情を鑑みて変更させていただく場合がございます。 

予めご承知おきください。 

 

■事故・急病人・ケガ人が発生した場合■ 

救急車 119→主催者にご連絡下さい。 

 

■交流会のお問い合わせ先■ 

 

はるたかチャンネル 



メールアドレス：harutaka.ch@gmail.com 

 

●関連イベント告知● 

 

冒頭で紹介させて頂いた、春と秋の 2 部構成で開催される淡路島車中泊イベント！ 

今回の交流会で深めた KIZUNA をより深めるために、みなさんでイベントを楽しみましょ

う♪詳細は↓ 

 

《ほっこり KIZUNA キャンピングカー車中泊旅 2021 in 淡路島》 

春の部：2021/5/15(土)～16(日) 

秋の部：2021/9/25(土)～26(日) 

会場：HOTEL&RESORT 南淡路 特設会場 

車中泊参加費：3000 円（淡路島クーポン券付き等特典有） 

 

主催：兵庫県芸術家協会 

協賛：一般社団法人淡路観光協会 ほか 

後援：一般社団法人日本地域活性化プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

淡路島買い出しおススメのお店 

★野島とれとれ市場★ 

〒656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦 500−１ 

℡0799-70-1398 

 →寿司テイクアウト、予約制で、鯛塩焼きや、刺身盛り合わせも可能 

 

★マイマート 北淡ＩＣ店★ 

〒656-1602 兵庫県淡路市育波４９０ 

℡0799-84-1122 

 →一通り揃うスーパーマーケット 

 

★ウエルシア北淡インター店★ 

〒656-1602 兵庫県淡路市育波４９０ 

℡0799-84-1616 

 →お菓子やパンなんかが安く手に入ります。 

 

★ローソン 一宮町郡家店★ 

〒656-1511 兵庫県淡路市郡家４１３ 

℡0799-85-2889 

 →交流会会場の最寄りのコンビニです。 

 

★マルナカ 一宮店★ 

〒656-1511 兵庫県淡路市郡家１４０ 

℡0799-85-1777 

淡路島に入る前のおススメの買い出しのお店 

★ラ・ムー大蔵海岸店★ 

〒673-0879 兵庫県明石市大蔵海岸通２丁目２ 

℡078-919-1270 

 →激安 24Ｈ営業スーパー 

 

★めぐみの郷 学園南店★ 

〒655-0008 兵庫県神戸市垂水区小束台８６８−１０３８ 



℡078-797-7110 

 →新鮮野菜、肉、魚、日用品が手に入ります。 

会場最寄りのガソリンスタンド 

★ENEOS 淡路いちのみや SS (一宮オイル)★ 

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀１２５７−３ 

℡0799-85-0028 

おススメ温泉 

★パルシェ香りの湯★ 

〒656-1501 兵庫県淡路市尾崎３０２５−１ 

℡0799-85-1126 

HP: https://www.parchez.co.jp/guide/spa_with_herb/ 

→館内がハーブの香りに包まれていてリラックスすることができます。 

 

★最寄り温泉：海若（わだつみ）の宿★ 

料金：700 円/人 

〒兵庫県淡路市野島墓浦 150 

℡0799-82-1616 

HP：http://www.watatsuminoyado.com/ 

→天然ラジウム温泉で体がポッカポカになります！ 

 


