
信 州 バ イ ブ ル
キ ャ ン プ 神様と向き合う、

豊かな時間を

伝        道 アウトドアスポーツ リフレッシュ
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s i n c e  1 9 7 9

　信州バイブルキャンプは、アメリカ

人宣教師、バットレー先生の “ 神様の

事をどうしたら日本の皆さんに伝えら

れるか ” という思いからスタートしま

した。

　「そうだ。日本にバイブルキャンプ

場を作ろう。そこで多くの日本の人々

が神様との出会いを体験する。」

　彼は多くの友人知人に声をかけ、皆

の賛同を得て献金を集め、このキャン

プ場はスタートしたのです。

　以来、主との交わりのなか、多くの

方に伝道、リフレッシュの場として、

豊かな時を与える場として、信州バイ

ブルキャンプは守られています。

▲バットレー夫妻。予定地を見晴らす丘にて。



水は冷たくて、

森は宝石のように輝いていた。

―  驚きと感動。神様の愛。

そう、ぼくたちは

ここで、育っていく。
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Refresh  &  Relax 

４

　私達のキャンプ場は観光地化されていない、 長野の田園風景広がる静か

な環境の中にある、 まさに穴場的なキャンプ場です。

　多くの方々に利用していただきたいので、 料金も破格の値段に設定してい

ます。 是非、 教会の活動、 個人のリフレッシュ、 長野観光の足場としてご

利用下さい。 四谷ミッション

この案内を手にしておられる、神に愛された兄弟姉妹の皆様へ



１

信州バイブルキャンプの魅力

集う、巡る、味わう。
思い思いの特別な時間を過ごす

５
Best

浅間山の麓、信州佐久。
澄みわたる空気と森の
静寂があなたをお迎え
します。

大人数でも集会が可能なホールと、プロジェクターや
PA設備のあるチャペルは伝道や合宿の場に最適です。

心もお腹も大満足 !!旬の地元食材や有
機米を使って、手作りのあたたかいお
食事をご用意しています。

軽井沢のショッピング、高原ドライブ、温泉、信
州そば、イチゴ狩り。観光の拠点に便利な立地です。
観光プランは気軽にスタッフにおたずねください。

日常をはなれて、祈りと
み言葉を味わう豊かな時
間をどうぞ。禁酒・禁煙
のさわやかなキリスト教
施設です。

５

キリスト教  施設

▼併設のチャペル。楽
器演奏も楽しんでいた
だけます。

大自然に抱かれて

▲キャンプ場周辺。
美しい田園風景が広が
ります。散策と思索の
時間をお楽しみいただ
けます。

団体向け設備も充実！

▲宿泊定員６２名。敷地内に大
型観光バスも乗り入れできます。

▲３泊４日の
イングリッシュキャンプの様子。

お料理も自慢です

▲こだわりのパンとコーヒー
で朝食を。

▼味もボリュームも◎とお客さまから好評です。

多彩な観光スポット



私は山に向かって目を上げる。

私の助けは、

どこから来るのだろうか。

私の助けは、

天地を造られた主から来る。

～詩篇 1 2 1 篇 1 , 2 節～
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神さまの愛を知る

伝道の場として

敷地内に佇むチャペル。
礼拝、修養会、レクリエーションに。

星空の下、炎を見つめ
語り合う時間

高い天井のゆったりとした大広間では、集会も開け
ます。読書やトランプなどソファーコーナーでリラッ
クス。

集会・読書 ・リラックス
楽しみ方いろいろ

多目的
ホール

hall

キャンプ
ファイアー

campfire

チャペル
chapel

チャペルは防音設備を完備し、レクリエーション等
のびのびと活動できます。ゴスペルや音楽サークル
でのご利用でも 思い切り演奏を楽しめます。 　
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神様が造られた

この美しい自然。

力の限り活動し、

神様の愛を知る。
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スポーツ ＆ アウトドア
緑の中でリフレッシュ

自然の中で
レクリエーション

バスケットテニス

カメラをもって、散策へ

9

思いっきり遊べる
グランド

日常生活ではなかなか体
験できない「野外料理」。
自分の食べるソーセージ
を炭火であぶり、パンに
サンドしていただきます。
野外料理の後は、炭火で
あぶったとろ～りあつあ
つのマシュマロのクッ
キーサンドもオススメ！

クックアウト

アウトドアアウトドア
緑の中でリフレッシュ

カメラをもって、散策へ 思いっきり遊べる
グランド

スポーツ    （用具貸出あり）□テニスコート
□バスケットゴール□バドミントン
□野球　ほか
アウトドア
□テント宿泊体験
□山菜採り /きのこ狩り□虫捕り
□BBQ

むらさきしめじ

クワガタムシ



屋内レクリエーション
オールシーズン  雨の日でもOK

子ども達に大人気！ エアホッケー

ジェンガ、トランプ、おもちゃ類
ご自由にお使いいただけます。

お持ちいただいたビデオ、
スライドで、上 映 会

多目的ホールの電子ピアノ

レンタル楽器で演奏会

多目的ホールの
多目的
ホール

hall

スライドで、上 映 会

チャペル
chapel

エアホッ
ケー

卓球 、楽
器  etc.

 無 料 で
遊べます

！

ジェンガ、トランプ、おもちゃ類
ご自由にお使いいただけます。

楽器貸出あり
□ギター
□エレクトーン（ELX1)□電子ドラム
□ピアノ　
レクリエーション
□エアホッケー
□卓球
□カードゲーム
□スクリーン＆プロジェクター
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体験教室・ハンドメイド
バイブルキャンプでは多数の体験教室
プログラムをご用意しております。

予め ご予約のうえ、
ふるってご参加ください。

蕎麦打ち体験
1名様 1,000円より７名様まで

革ストラップづくり
200円 ～

蕎麦打ち体験
1名様 1,000円より７名様まで

蕎麦打ち体験

自然物クラフト
200円 ～
自然物クラフト
200円 ～

リース作り
400円 ～

まゆ玉クラフト
まゆの花づくり200円 ～ まゆ人形づくり300円 ～

S . B . C

11

小さな子から大人まで
思わず夢中になる
楽しさ！

グルーガンを使って
オリジナル作品にTry !



地元食材の手作り料理

信州の自然の恵 みを

味わってほしいから。
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キャンプ場周辺の朝採り野菜が食卓に
並ぶことも。

神さまに感謝して、いただきます。
手作りプリンや、栗のパウンドケーキ。地元
のこだわりの食材を使っています。

新鮮野菜とオーブン料理、
デザート。キャンプのごは
んはボリューム満点！宿泊
の楽しみの一つです。

お米は近隣でとれた
合鴨米。有機無農薬
です。

おいしい！ごはん
ココロも体も元気になる！
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布引いちご園。ベビーカーでも入園
できます。

いちご狩り 1月～ 6月

キャンプ内で顔を
出します。時期が
合えば天ぷらも。

ふきのとう 
　　　３月下旬～

うど ５月初旬

大空に浮かび上がる気球は圧巻！

佐久バルーン
フェスティバル
５月GW

写真はハーベスト農場。その他、プルーンや桃など果物狩りを近隣
施設で体験できます。時期はお問い合わせください。

ラベンダー摘み 　6月下旬～
ブルーベリー摘み     ７月下旬～

口径 60ｃｍ、長さ約３ｍもある反
射式望遠鏡で星空観察を。季節ごと
の星空イベントも多彩。

うすだドーム天文台
オールシーズンＯＫ

日本100名城・小諸城の跡地。
当時の面影を偲ばせる大手
門。園内には動物園、遊園地
など多彩な施設もあります。

小諸   懐古園
オールシーズン

おでかけ
ガイド

春 夏

キャンプ周辺・佐久・小諸・上田・軽井沢

小諸   懐古園
オールシーズン

おでかけ
キャンプ周辺・佐久・小諸・上田・軽井沢

キャンプ内で顔を
出します。時期が
合えば天ぷらも。

ふきのとう 
　　　３月下旬～

うど ５月初旬

大空に浮かび上がる気球は圧巻！

写真はハーベスト農場。その他、プルーンや桃など果物狩りを近隣
施設で体験できます。時期はお問い合わせください。

ラベンダー摘み 　6月下旬～
ブルーベリー摘み     ７月下旬～

口径 60ｃｍ、長さ約３ｍもある反
射式望遠鏡で星空観察を。季節ごと
の星空イベントも多彩。

う
オールシーズンＯＫ

写真はハーベスト農場。その他、プルーンや桃など果物狩りを近隣
施設で体験できます。時期はお問い合わせください。

ラベンダー摘み 　
ブルーベリー摘み     

口径 60ｃｍ、長さ約３ｍもある反
射式望遠鏡で星空観察を。季節ごと
の星空イベントも多彩。

すだドーム天文台
オールシーズンＯＫ

春

ガイド
おでかけ

小諸   懐古園
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浅間連峰の雄大な姿が望める温泉施設。露天
風呂からの眺めは、絶景。大人数でもゆった
り入れる温泉です。隣接の農産物直売所には、
手作り大福、おやきなども。

温 泉 めぐり オールシーズン

散策、ショッピング、カフェ、教会巡り…見どころ
たくさんの軽井沢にも、車で４０分でアクセスでき
ます。 ４月には冬季休業が明ける美術館もおすすめ。
避暑地として有名な軽井沢ですが、湖面にもみじが
映りこむ雲場池の紅葉など、秋も趣深い美しい景色
が楽しめます。

軽井沢 観光
オールシーズン

あぐりの湯「こもろ」 

布施温泉

菱野温泉
地元で愛されているお湯。

（車 15分）

（車 10分）

トロッコ電車にのって展望風呂へ。
（車４0分）

内山峡
コスモス街道

まつたけ料理
9月中旬～ 11月初旬

信州そば 11月～新そば

秋は新そばの季節。佐久、小諸も
蕎麦の名店揃いです。スタッフが
おすすめのお店を紹介します。気
軽におたずねください。

ウィンタースポーツ
11月～

スキー （車４0分～）

スケート

カーリング

湯の丸高原スキー場
佐久パラダ
軽井沢プリンススキー場　他

軽井沢スケートセンター

スカップ軽井沢

9 月頃

秋

冬

内
コスモス街道

まつたけ料理
9月中旬～ 11月初旬

9月頃

15

カーリング
スカップ軽井沢



地元食材の手作り料理。

信州の自然の恵みを

味わってほしいから。
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施 設 案 内

信州バイブルキャンプは、キリスト教活動の一環として、集会やお祈り、デボーション等の場として設立
されました。神さまにある豊かな時間をお過ごしください。
教会（団体）利用はもちろん、個人・ご家族のご利用もお待ちしております。
62名宿泊可能。禁酒・禁煙のさわやかな施設です。

洋   室

和   室

ツインゲストルーム

大型バス駐車場

チャペル



下見にご来場の牧師・教会役員・スタッフの皆様は昼食をご試食いただけます。

ぜひお越しください。（準備のため、一週間前までにお知らせください。）

＜お申込み・お問い合わせ＞　TEL:0267-53-5447　FAX:0267-51-1435
〒384-2201　長野県佐久市印内 571-8　

信州バイブルキャンプ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ ：゙  http://sb-camp.sakura.ne.jp（空室情報・ブログ）
e-mail： sb-camp@crest.ocn.ne.jp

自然・私たち・すべてをつくられた

神様は素晴らしい。

主にある交わりは、人を豊かにします。

安心して過ごせる環境の中で、日常から離れて、

思い思いの活動を楽しんでください。

皆様のお越しをお待ちしております。皆様のお越しをお待ちしております。

マネージャー　鶴木喜行

　　　　　　　鶴木美和
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