FUJINO CLUB WWOOFer’s Guide Book

www.fujinoclub.co.jp
4611-1 Magino, Midori-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
252-0186 JAPAN
Tel/Fax

042-689-6105

e-mail: info@fujinoclub.co.jp
Open 10:00-17:00

1. 藤野倶楽部まで下記の Google map を参考にして、来てください。新宿駅か
ら藤野駅まで中央線で約１時間です。途中高尾駅で乗り換えることがありま
す。新宿—高尾間は中央特快という快速を使用すると早く着けます。藤野駅
からやまなみ温泉行き(野 11)に乗り、バスのドライバーに藤野倶楽部で降り
ると伝えると下ろしてくれます。海外の方は日本の Google Map を使用すれ
ば、詳細な乗り継ぎ時間まで表示されるので、それをプリントアウトしてお
越しください。もし道に迷ったりすれば、この電話番号へお電話下さい。
（0426896105）スタッフが対応いたします。
成田空港、または羽田空港から直接藤野倶楽部へお越しになる場合は、八王
子行きのリムジンバスを使用すれば、満員の電車に揺られる事無く藤野倶楽
部までくる事ができます。八王子で中央線・大月行きに乗車、二駅で藤野駅
です。乗車賃はリムジンバスと併せて成田から４０００円、羽田から２００
０円ほどです。
Please come to Fujino Club by using the google map underbelow. It takes
about one hour from Shinjyuku station to Fujino Station by using Chuo_Line.
Sometime, you have to change the train at Takao Station where is 2 stops
before Fujino Station. If you can take Chuo_Tokkai (Super Fast) from
Shinjyuku, it is faster. From Fujino Station, you will take bus which goes to
Yamanami Onsen (hot spring). And you can tell bus driver to drop you off at
“Fujino Club”. Then They will stop at infront of Fujino Club.
If you can access to Google map Japan, there have very collect navigation
system of transfer of buses and trains. I suggest you to use this system. If
you get lost, please contact this number (0426896105). Our stuff will support
you.
If you come to Fujino Club direct from Narita or Haneda Air Port. You better
take limousine bus to Hachioji Station. From there, you take Chuo_Line
going to Otsuki Station. Fujino Station will be 2 stops from Hachioji Station.
By using this way, you don’t have to go threw heavy crowded with your big
bag pack.
It costs 4000yen from Narita Air Port, and 2000yen from Haneda Air Port.

Shinjuku Station to 藤野倶楽部 - Google Maps

16/ 03/ 09 10:20

Shinjuku Station to 藤野倶楽部

10:45 AM - 12:25 PM (1 h 40 min)

How to get to our Fujino Club.

Map data ©2016 Google, ZENRIN

10:45 AM

5 km

Shinjuku Station
1 Chome-1-3 Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo 160-0023

10:45 AM

Shinjuku Station
Chuo Line 特別快速
towards Takao
41 min (9 stops)
Service run by Ｊ Ｒ 東日本

11:26 AM

11:29 AM

Takao Station
Chuo Line 各停
towards Kobuchizawa
18 min (2 stops)
Service run by Ｊ Ｒ 東日本

11:47 AM

Fujino Station

https:/ / www.google.co.jp/ m aps/ dir/ Japan,+ 〒160- 0023+ Tokyo,+ Shi…b9748d87:0x c4718a60c2d73316!2m 2!1d139.1508204!2d35.586591!3e3
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Shinjuku Station to 藤野倶楽部 - Google Maps

12:14 PM

16/ 03/ 09 10:20

藤野駅（ バス ）
野１ １ towards やま な み温泉行
9 min (11 stops)
Service run by 神奈川中央交通

12:15 PM

日連大橋（ バス）

12:15 PM

名倉入口（ バス）

12:16 PM

追分［ 相模原市］ （ バス ）

12:17 PM

金剛山（ バス ）

12:18 PM

山口原（ バス ）

12:19 PM

杉西（ バス ）

12:20 PM

赤沢（ バス ）

12:20 PM

藤野芸術の家（ バス ）

12:21 PM

馬本（ バス ）

12:22 PM

賽の神（ バス ）

12:23 PM

中尾（ バス ）
Walk
About 2 min , 240 m
Use caution - may involve errors or
sections not suited for walking
Head north on 県道76号線
240 m
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Time Schedule of Bus from Fujino Station.(Weekdays,Saturday,Sunday)
2. 藤野倶楽部では午前８時から午後１８時までの６時間お手伝いしていただき
ます。途中１時間の昼休みを挟みますので、就労時間は７時間です。お手伝
いの内容は、平日は農作業、大工の手間、清掃、週末・休日は調理補助、接
客などです。
2. You will help our work 6 hours a day. There is one hour lunch time in
between. So you will be stay with us 7 hours a day. There are several types of
working time. From 8AM to 3PM, 10AM to 5PM, sometime you take 2 hours
rest in between and work until 6PM. You will help farm work or carpenter’s
work in the weekdays, and you will help restaurant, cooking , cleaning,
servicing in weekends.

3. 食事は WWOOFer 用冷蔵庫の中の食材を使用して、各自で調理して済ませて
ください。昼食、夕食等でスタッフと外食したり、一緒に晩餐をする事もあ
りますが、基本的には各自で調理し、済ませてください。
3. There is WWOOFer’s refrigerator in the kitchen, please cook your food by
yourself. Yo can order us which material you need to cook for. Sometime, we
take you to some restaurant and have dinner together. But basically, you will
cook yourself.
4. WWOOFer 用の宿泊所には３つのベッドがあります。他の WWOOFer と
相部屋になる事がありますのでご了承下さい。男女の部屋は別になります。
夫婦やパートナーと一緒にお越しになる場合、同部屋になることもあります。
宿泊所の近くにトイレとシャワールーム、洗濯機があります。また１週間に
２回分の温泉券を差し上げますので、徒歩５分のやまなみ温泉を使用する事
もできます。室内に洗濯されたシーツと枕カバーがありますので、ベッドメ
イク、クリーニング等は各自で行ってください。
4. There are 3 beds in the WWOOFer’s room. You might stay with other
WWOOFer in the same room. But Men and Women will be separate always
except you were partners. There are shower room, bathroom and washing
machine near residency. And there are nice hot spring in 5 minutes walk. We
can give to you 2 tickets a week. There are clean sheets and pillow covers in
the room. Please make your bed and washing by yourself.

(WWOOFer’s Room)

(Shower Room)

（Bathroom）
5. 宿泊所にはインターネット環境はございません。隣接するレストラン内には
WIFI が飛んでおりので、それを使用してください。
5. There is no internet connection in WWOOFer’s residency. There is WIFI in
the restaurant, please use that wifi.
6. 退出の際は、シーツと枕カバーをランドリーバスケットにいれて、部屋の掃
除をして、退出してください。また WWOOFer’s Book が部屋に置いてあり
ますので、次ぎに来る WWOOFer の皆様のために藤野町のおすすめスポッ
ト等や快適な過ごし方等を記入してください。
6. When you leave, please clean the room and put your sheet and pillow cover
in the laundry basket. There is also WWOOFer’s book the room, please write
some useful informations for next WWOOFers.

(Laundry michine)

(Kitchen)

7. 設備について、WWOOFer のために自転車が 1 台、テニスコート、バーベキ
ューセット、図書、DVD 等を用意しています。仕事後、休みの日等にご使用
してください。また自然食品や追加の温泉券は社員価格で購入する事ができ
ます。
7 There are some facilities, for example bicycle, tennis court, barbecue set,
book shelf, DVDs. You can use these facilities. And you can buy our natural
products and hot spring tickets in employees price.
8. 滞在期間について、はじめ１週間お試し期間を設けさせていただきます。お
試し期間後に、双方で合点し、本滞在期間に入っていただきます。
8. There is one week trial period. After trial period, we will decide if you will
continue to be WWOOF here. If you felt not comfortable, please tell us this
trial period.
9. 藤野倶楽部は、スタッフが不足しています。滞在初日にオリエンテーション
を行い、滞在期間中のスケジュールをお渡ししますので、そのスケジュール
にそって各自で行動してください。わからない事があれば、スタッフにお聞
き下さい。

9. Fujino Club doesn’t have enough stuff. We will have a orientation on the
first day, and give you a working schedule. Please flow that schedule and if
you have any questions, please ask to stuffs.

Guest House.

Fujino Station.

Our crops.

それでは、一緒に楽しいひとときを過ごしましょう！
藤野倶楽部
We are looking forward to seeing you soon.
Fujino Club.

