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🌟🌟食数変更の期日算出方法
 入村日が 水曜日の場合

≪増やす場合・減らす場合≫

　野外炊事・弁当・飲み物類　　⇒　入村日3日前の午前１０時まで

≪増やす場合・減らす場合≫

入村日３日前の午前１０時までにご連絡頂ければ対応可能です。

≪減らす場合≫

入村日３日前の午前１０時以降は減らす食数分×10%のキャンセル料を頂きます。

【現金でのお支払い】 ９時～16時30分の間

【お振込みによるお支払い】※振込予定日を確認させていただきます。

入村３日前
午前10時以降

入村２日前
午前10時以降

入村１日前
午前10時以降

10食以上の食
数を変更する
場合

予約されましたメニューの合計額によりキャンセル料をいただきます。

①食数　②ご利用時間　③アレルギーの対応等　④領収書、請求書の内容等についての確認・説明をさせていただきます。
野外炊事などの食券（引き換え券）をお渡しし、お引き渡し時の注意事項などの説明をさせていただきます。

3 入村日当日の
打ち合わせ

ふれあいの村事務所（管理棟１階）での入村の手続き後、食堂分の打ち合わせを行います。

5 全キャンセルの
場合

「全キャンセル」とは、ふれあいの村の利用キャンセルに伴う、全ての食事のキャンセルを意味し
ます。

献立変更/新
規追加

申込書提出後、基本的には献立の変更（ポークからチキン等）等はお受けできかねます。

入村３日前
午前10時まで

天災地変及び、これに関連した事由により、村の利用が不可能な場合につきましてはキャンセル料を頂きません。
また、新型コロナウイルスにつきましては、国の緊急事態宣言や県からの休業要請により、施設が休村等になった場合、
キャンセル料は頂きません。
なお、またこれに関連してご利用の途中で退村を余儀なくされた場合については、状況に応じてキャンセル料についてご相
談させて頂きます。

キャンセル料 無料 30% 50% 100%

９食以内の
食数を変更
する場合

2 食数の変更と            
 問い合わせ

足柄ふれあいの村食堂事務所（☎受付時間９：００～１７：００　FAXは２４時間受付可）
電話：0465-43-9106　FAX：0465-43-9107　mail：rest@ashigara-fureai.com

１　利用の流れ

1 食事の申込み 申込書の期限：利用日の3日前午前10時まで（土日を含まない）

『食事・おやつ等申込書』に必要事項をご記入のうえ、利用日の５日前までに足柄ふれあいの村まで他の関係書類と一緒にご
郵送、若しくはＦＡＸ、メールにてご提出ください。※お手元にコピーを残してください。

※上記の期日を過ぎた場合、減少した食数分の金額100％のキャンセル料が発生いたします。
（期日内でしたら無料で変更できます。）

（例）

入村日
（水曜日）

【注意】連絡いただいた期日の算出にあたり、土・日・祝日・休所日は日数に数えません。

打合せ時の確認事項・注意点などは引率の方々で必ず情報を共有してください。

4 食事代金の
お支払い方法

受付の際に支払い手続きを行っていただきます。

※受付時間は９時～16時30分となっております。

ふれあいの村事務所（管理棟1階）にて、請求額をお支払いください。

※領収書、請求書の宛名のご指定がある場合は、受付でお申し出ください。

※振込先口座　横浜銀行　大雄山支店　普通口座　6043399　株式会社アグサ

※振込に関わる手数料は、ご利用者様のご負担となりますのでご了承ください。

※なお、ふれあいの村で薪やクラフト材のご清算がある場合には、食堂代金と合算してお振込みいただくことも可能です。

１日前
（火曜日）

３日前
（金曜日）

（土曜日） （日曜日）
２日前

（月曜日）



時間内での引き渡し・返却をお願いいたします。

野外炊事メニューは『2名様分』からのお申込みとなります。

※各種カレーについては、＋50円で大盛りに変更ができます。（無洗米120ｇ→150ｇ　カレールー40ｇ→50ｇ）
※８月８日から８月３１日までの期間に於きましては、上記メニューのみのご提供となります。

ウインナーカレー

□無洗米120ｇ □無洗米120ｇ

野菜のカレー

４３０円 ５３０円 ５８０円 ５３０円

□無洗米120ｇ

ビーフカレー チキンカレー

□ジャガイモ
□ニンジン
□玉ねぎ
□カレールー
（甘口）
□カップゼリー
□油
□味塩こしょう

□ジャガイモ
□ニンジン
□玉ねぎ
□カレールー
（甘口）
□福神漬
□油
□味塩こしょう

□ジャガイモ
□ニンジン
□玉ねぎ
□カレールー
（甘口）
□福神漬
□油
□味塩こしょう

□ジャガイモ
□ニンジン
□タマネギ
□カレールー
（甘口）
□福神漬
□油
□味塩こしょう

２　野外炊事のご利用について

□豚肉30ｇ □豚肉50ｇ □牛肉50ｇ □鶏肉50ｇ □ウインナー50ｇ

引き渡し時間 返却時間

昼　食 　９：００～１２：００ ～１５：００

2

□ジャガイモ
□ニンジン
□玉ねぎ
□カレールー
（甘口）
□福神漬
□油
□味塩こしょう

□無洗米90ｇ

1 時間について
食材・調理器具等の受け渡し・返却については、必ず引率者・食事担当者の立会いをお願
いいたします。

□無洗米120ｇ □無洗米120ｇ

５３０円 ５３０円

－

□ジャガイモ
□ニンジン
□玉ねぎ
□カレールー
□茄子
□ミニトマト
（甘口）
□福神漬
□油
□味塩こしょう

野外炊事メニュー
食中毒事故防止の為、食材の持ち込みは禁止させていただきます。
メニュー詳細はお電話にてお気軽にお問い合わせください。

キッズカレー ポークカレー



【貸出品】 貸出品と食材を受け取る時は食堂スタッフに食券を渡した上、説明を受けてから持ち出してください。

食堂ホールで野外炊事の食材、調理器具、野外炊事用具を受け取ります。

【調理】

【片づけ】 ゴミ袋は持参して下さい。分別がされてない場合はゴミをお受け取り致しかねます。

① ゴミの分別をして食堂まで返却ください。

◇生ゴミ 野菜くずや食べ残しなど。水分を切ってから捨ててください。

◇燃えるゴミ 食堂から提供したおやつ類の紙くず、食事で使用した紙食器、食材の入っていたビニール袋など。

※持ち帰りゴミ 炊事用としてご自身でご持参されたもの。（全てお持ち帰りください）

※ゴミ袋を忘れてしまった場合は食堂にて販売しております（45L袋・1枚30円）

② 使用した備品類は、洗浄したのち、お戻しください。

■調理器具

調理器具と食器が入っていた容器はスポンジ・食器用石けんなどを使い、きれいに洗ってください。

※鍋のスス落としで使ったタワシ・スポンジでは調理器具を洗わないでください。

■野外炊事用具

※タワシ・スポンジ・洗剤等は食堂にて販売しておりますが数に限りがございますので大量に必要な場合はお申し込み

　ください。

③ カマドの灰は、水をかけずに指定された方法で処理をしてください。

◇燃え残りの薪は、灰になるまで燃やし切ってください。

◇燃やさずに残った薪は、薪倉庫前にお戻しください。

◇未使用の薪は返品できます。退村時にふれあいの村事務所まで返却数をご報告ください。

④ 炊事場内の清掃を行ってください。

◇流しや排水口、調理台などに生ごみが残っていないように気をつけてください。

◇炊事場のホウキ・チリトリを使い、掃き掃除を行います。水はまかないでください。

◇食事で使った野外食卓の周りのゴミも拾ってください。

【返却】

① 野外炊事用具は、洗浄後食堂に御返却お願い致します。

② 食堂から貸し出した物、野外炊事で出たゴミ（食堂から購入した物に限る）は、食堂にお戻しください。

なお、返却の際は、必ず引率の大人の方の立会い・確認をお願いいたします。

（お子様のみでの物品返却はできません）

　　■調理器具
　　◇包丁②　◇まな板②　◇フライ返し①　◇おたま①　◇しゃもじ①　◇軽量カップ①　◇紙皿（食数分）
　　※１班（５～６名程度）あたりの調理器具の例です。メニューによって異なります。
　　　詳細は食堂までお問い合わせください。
　　■野外炊事用具
　　◇小鍋（１人～５人分目安）　◇中鍋（５人～１５人分目安）　◇大鍋（１５人～２５人分目安）
　　◇ボウル　　◇ざる　
　
     ※基本上記を各１個が１セットの内容となります。セットの内、必要な用具だけを事前にお知らせください。

安全面・衛生面への十分な配慮をお願いいたします。

鍋・やかんなどは、たわし・クレンザーなどを使い、外側のススをしっかりと落とすとともに、内側の汚れをス
ポンジ・食器用石けんなどを使い、きれいに洗いあげてください。洗浄後は数量を確認してください。

3 野外炊事の流れ
野外炊事の実施にあたっては「準備・受け渡し」から「片づけ・返却」までの時間として
３～４時間程度を見込んでください。

【利用者様の持参していただくもの】　持参品をお忘れの場合、一部は食堂売店でも販売致しております。

□軍手　□新聞紙　□マッチ　□タワシ　□金だわし　□スポンジ　□食器洗い用石けん　□クレンザー
□さいばし   □皮むき器（ピーラー）　□フキン　□ぞうきん　□うちわ　
□ゴミ袋（持参品から出たゴミはお持ち帰り下さい）※３枚以上必要です。下記、【片づけ】参照してください。



【受け渡し】

【片づけ・返却】

【配達】

※ゴミの回収は行っておりませんので、お持ち帰りいただくか、お手数ですが、村までお持ちください。

※食数分のお箸をお付けいたしております。

※食堂内でのお弁当の喫食はできませんので、予めご了承ください。

※専用のカゴに入れてお渡し致します。配り終えた後に食堂まで返却してください。

※段ボールに入れてお渡しする事はできません。

※分別用のゴミ袋はご持参いただき、お手数ですが、回収後は食堂までゴミをお持ちください。

和風幕の内 トマトソースハンバーグ弁当油淋鶏弁当

510円

ミニ豚生姜焼き丼 鶏めし弁当鮭ハラス弁当

400円

3　お弁当の利用について（軽減税率対象）

有料にて、近隣施設のみを対象に配達を行っております。詳細は食堂へお問合せください。

2 お弁当メニュー 食数の変更は入村日３日前の午前１０時までとなります。

「生ゴミ・食べ残し」と「燃えるゴミ」の２種類の分別をお願いします。
※ゴミ回収用のビニール袋はご持参ください。ゴミ袋（45ℓ）１枚30円で販売もしております。

1 受け渡しについて 受け渡し時間については、9：00から12：00の間でお承ります。

食堂ホールでの受け渡しになります。専用容器［カゴ］にメニューごとに分けた状態でお渡しします。
※専用容器［カゴ］はお戻しください。

520円 500円

410円 400円



※ 食堂よりお渡ししたおやつ類のゴミのみ、食堂にて回収いたします、ゴミ袋は持参して下さい。

※ 売店でも販売は有りますが、数に限りがあります。事前にお申し込みをお願いします。

※ 釣銭のないようご協力お願いいたします。

飲酒はお食事時間のみとさせていただきます。

※ 事前にお申し込みをされた方のみ販売を致します。

※

500ｍｌペット

4　ドリンク類の利用について（軽減税率対象）

1 ドリンク類各種
ドリンク類の数量の変更は入村３日前の午前１０時までです。それ以降の食数変更については１
００％のキャンセル料がかかります。一部、軽減税率対象外商品がありますので、ご了承くださ
い。

食堂にて受け渡し致します。食堂の従業員に食券をお渡し下さい。（9：00～12：00）

金額 2㍑ペット 金額

ウーロン茶　 90円 ウーロン茶　 150円 緑茶　 350円

紙パック250ｍｌ 金額

緑茶　 90円 緑茶　

むぎ茶　 90円 むぎ茶　

オレンジジュース　 90円 オレンジジュース　

260円

150円 むぎ茶 350円

150円

150円

アサヒドライゼロ

りんごジュース　 90円 りんごジュース　 150円

ミネラルウオーター 150円

ノンアルコール350ml 金額

ミネラルウオーター ３50円

常温保管が可能なお菓子類の持込みは可能ですが、ゴミはお持ち帰りください。
冷蔵保管の持込み（プリン・ケーキ・シュークリーム等）は禁止とさせて頂きます。

2 食堂販売品
食堂にて以下の販売も行っております。こちらの商品は、軽減税率対象外商品となります。
販売時間 9：00～12：00

150円

※分別用のゴミ袋はご持参ください。

スポーツ飲料

3 アルコール類
足柄ふれあいの村は教育活動施設の為、お食事の際のアルコール類の販売はお一人様につき
350ml缶で2本までとしております。こちらの商品は、軽減税率対象外商品となります。

缶ビール350ml 缶チューハイ350ml

野
外
炊
事

 菜の花洗剤  粉末クレンザー  スポンジたわし  軍手

260円 120円 120円 120円

 金だわし

販売時には、身分証の確認をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

ｱｻﾋ ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ グレープフルーツハイ レモンハイ

330円 220円

 さいばし  ナイロンたわし ゴミ袋（４５L）

120円 120円 120円 ３０円



【食物アレルギー対応】

※

※

様々な食文化や食習慣から、食堂から提供する食材に対するご要望について、次の3点に整理させていただき対応で
きるものと対応できないこと等、ご相談させていただきます。

主に食物アレルギーに関わるものとして、前項「６　アレルギー対応」を参照いただき、食物アレルギーに関わる
情報を共有し、安心してお食事いただけるよう対応いたします。

（１）食べることができないもの

５　アレルギー対応について

1 アレルギー対応
について

食堂ホームページに各メニューの原材料を公開しております。食物アレルギー等、ご利用者様の
状況に合わせて対応させていただきます。
【足柄ふれあいの村食堂ページ】
http://www.ashigara-fureai.com/dining-hall-food-menu-and-allergy/

食物アレルギーをお持ちの方はふれあいの村ホームページで各食事の成分をご確認の上、
お申込みください。

（２）食べてはいけないもの

（３）食べたくないもの

重度のアレルギーをお持ち場合は、食べられる物をご持参いただくなどの対応となる場合
がありますので、お気軽にご相談ください。

成分の詳細はふれあいの村ホームページに原材料を掲載しておりますので、ご確認い
ただき、必要であれば食堂へご相談ください。
なお、状況によりご相談に応じられない場合もございますので、予めご了承くださ
い。

６　多様な食文化・食習慣への対応について

1
多様な食文化・食
習慣への対応につ

いて

ふれあいの村は、多くの利用者の方にご利用いただいておりますが、近年、様々な食文化や食習
慣に触れる機会も多くなってきましたので、利用者皆様が、安心してご利用いただけるよう取り
組みます。

利用日の
３日前

2 アレルギー対応
の手順

ご利用者の中に、食物アレルギー等をお持ちの方がいる場合は、下記の手順を参考の上、ご利用
日の３日前までに、食堂へご相談ください。

ご利用日
当日

2
多様な食文化・食習
慣への対応の手順に

ついて

ご利用者の中に、前述の（２）食べてはいけないもの　に該当する場合は、ご利用日の３日前ま
でに食堂へご相談ください。

主に教義や信念により食べることを忌避している方が対象となるため、どのような食材を避けるかなど、情報を共
有しできる限り対応できるよう取り組みますが、場合により対応しかねることもありますことを予めご承知くださ
い。

個人の主義や嗜好により食べることを忌避する方が対象となります。食育の観点から、ふれあいの村食堂では、栄
養をバランスよく摂取していただくことも重要な役割であると認識しておりますので、「食べたくないもの」のご
要望には基本的にはお応えできかねますので、ご了承ください。

利用日の
３日前

食べてはいけないものの情報をできるだけ細かくご提供ください。
別紙に記載し、ＦＡＸやメールでご連絡いただく形でも構いません。

頂いた情報と当日の利用状況等、総合的に判断させていただき、どのように対応する
のか、もしくは対応できないか等を相談させていただきます。

ご利用日
当日

🌟🌟ご利用いただく場合には、調理スタッフと十分に打合せをさせていただき、安心し

てご利用いただけるよう取り組みますので、お気軽にお問い合わせください。
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