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#今こそ自然体験を #子どもたちの自然体験を止めない 

新型コロナウイルス感染症の影響がまだまだ続く社会情勢のなか、こんな時だからこそ、子どもたちには自然体験が必要であることを強く感じていま

す。【自然】満天の星空や真っ白になった雪山や森を見て美しいと感じる、など、自然はまさに偉大な教師で、私たちを人間らしく育ててくれます。

【あそび】子どもは遊びの中から友達を作る方法や、人に対する思いやり、社会のルールを学びます。ゲームなどのバーチャルな間接体験では決して

学ぶことができません。【冒険】初めての環境のなか、知らない人と出会い、知らないものを発見することも立派な冒険です。みんなで協力して過ご

すキャンプ生活を通して、「やればできる」という自己概念の形成が『生きる力』を養成することにつながり、子どもにとっての大冒険となります。

この【自然】【あそび】【冒険】の中には決して教科書では学ぶことのできない、人として生きていくために必要なことがいっぱい詰まっています。

私たちは人と人がかかわり合うナマの直接体験の不足を補う場として、自然体験を提供し続けます。引き続き、withコロナ時代における新しい生活様

式に基づき、「新しい旅のエチケット（観光庁）」を参考に感染症防止対策を講じながらキャンプ運営に努め、お子様と自然体験をつなぐ架け橋とし

ての役割を担いたいと考えております。当然のことながら、感染リスクはゼロにはなりませんが、多くの子どもたちに自然の中で思いきり身体を動か

し楽しんでもらうことで少しでもお子様の成長に寄与したいという趣旨をご理解のうえ、ご参加ください。ご参加お申込をお待ちしております。 

[特定非営利活動法人湘南自然学校 理事長 斎藤 泰幸] 

新幹線で行く！スキーキャンプ石打〈いしうち〉 

日  程 ３月２１日（火・祝）～２４日（金） 3泊4日 

場  所 新潟県南魚沼市 石打丸山スキー場 

宿  泊 飯酒盃（いさはい）旅館 

対  象 

募集人員 

小学１年生～中学３年生  ３０名 
＊湘南自然学校のキャンプに参加経験のある方は高校３年生まで参加可能 

旅行代金 

リフト代 

 

[3泊4日]小学生；￥７８，５００  中学生以上；￥８９，５００ 

★期間中のリフト代込み 
 

◆レンタル代（帽子、手袋、ゴーグルのレンタルはありません） 

スキーセット\4,500／ウエア（上下）\3,500／スキー用ヘルメット\3,000 

食  事 [3泊4日]朝３回・昼３回・夕３回 

交  通 JR上越新幹線、送迎バス 

上野駅 集合08:15（予定）／解散17:30（予定） 

スキー 

レベルの

目安 

湘南自然学校スキー検定；１０～１級 または 

スキー初挑戦・初心者～上級者レベルのお子様（スキーレベルは問いません） 

新幹線を利用してゲレンデにいる時間をたっぷり確保しました。スキー三昧のキャンプで

す。スキー場は湯沢地区を代表する広大な石打丸山スキー場です。多彩なコースがあり初心

者から上級者まで楽しめます！＊期間中のリフト代込み 

■新幹線乗車時間；約１時間20分／バス走行時間；約20分 

【プログラム】スキーレッスン、SNSオリジナルスキー検定、お餅つき、グループゲーム、など。 

★天気、積雪状況、お子様の体力や興味などにより変更する場合があります。 

※リフトの乗車はレッスンを担当するリーダーの指導のもと無制限に乗ることができます。 



【新型コロナウイルス対応】 

アウトドアシステムならびに湘南自然学校で

は、新型コロナウイルス対応ガイドラインを制

定し、感染症拡大防止に十分留意した上でキャ

ンプを運営いたします。 

なお、今後の感染状況ならびに政府や県・都な

どの行政機関からの要請、各業界団体のガイド

ラインの改定などを受け、感染防止対策を変更

（ガイドラインを改定）する場合があります。 

【スキー用ヘルメットは必要？】 

スキーをはじめとするスノースポーツでは、転倒時に思った以上の衝撃があ

ります。ヘルメットは頭への衝撃を守ります。安全にスキーを楽しむために

も、ヘルメットの着用をオススメいたします。 

ご注意ください；スキー用ヘルメットは自転車用ヘルメットで代用すること

はできません。また、外部に破損や変形がなくても内部が損傷していること

がありますので、滑走時の転倒や衝突、歩行時の落下など一度衝撃を受けた

ヘルメットの再利用はお避けください。さらに、経年劣化が発生する場合が

ありますので、各メーカーが提示する使用目安期間にご留意ください。 

【スケジュール（各コース共通）】 
※プログラムは、天気、積雪状況、お子様の興味や体力などにより変更する場合があります。 

1日目 
集合・出発＝貸切バスまたは電車＝昼食（ご持参ください）＝13:30頃到着（石打；11:00頃到着、到着後昼食）・レッスングループ分け（スキー

レッスン）＝入浴・夕食＝開校式・夜プログラム＝21:00就寝（幼児；20:30就寝） 

2～3 

日目 

起床・洗面＝07:00朝食＝09:00午前プログラム＝12:00昼食＝13:30午後プログラム＝入浴・夕食＝夜プログラム＝21:00就寝（幼児；20:30就

寝） 

最終日 起床・洗面＝07:00朝食＝スキーレッスン＝荷物整理＝昼食＝閉校式・13:15～14:30出発＝貸切バスまたは電車＝到着・解散 

    夕 

朝 昼 夕 

朝 昼 

スキーキャンプ志賀高原〈しがこうげん〉 

【プログラム】 
スキーレッスン、SNSオリジナルスキー検定、キャンドルファイヤー、など。 

★天気、積雪状況、お子様の体力や興味などにより変更する場合があります。 

※リフトの乗車はレッスンを担当するリーダーの指導のもと無制限に乗ることができます。 

日  程 
①３月２５日（土）～２８日（火） 3泊4日 

②３月２９日（水）～４月１日（土） 3泊4日 

場  所 長野県下高井郡山ノ内町 志賀高原スキー場（中央エリア） 

宿  泊 志賀一井ホテル（一の瀬） 

対  象 

募集人員 

小学１年生～中学３年生  各４２名 
＊湘南自然学校のキャンプに参加経験のある方は高校３年生まで参加可能 

旅行代金 

リフト代 

 

[3泊4日]小学生；￥７４，０００  中学生以上；￥７８，５００ 

★期間中のリフト代込み 
 

◆レンタル代（帽子、手袋、ゴーグルのレンタルはありません） 

スキーセット\5,500／ウエア（上下）\4,500／スキー用ヘルメット\3,000 

食  事 [3泊4日]朝３回・昼３回・夕３回 

交  通 貸切バス（往復ともに(株)HMC東京または同等のバス会社を利用予定） 

池袋駅西口周辺 集合08:00（予定）／解散18:30（予定） 

スキー 

レベルの

目安 

湘南自然学校スキー検定；１０～１級 または 

スキー初挑戦・初心者

志賀高原は標高が高くシーズン終盤まで良質な雪が保たれやすい環境で、GWまで滑ることができますので春休みでも雪の心配はありません。その

中央エリアは13のスキー場を有する日本最大級のゲレンデで、１日をかけていろいろなコースを滑ることができます。プルークボーゲンができれば

（６級以上）寺子屋スキー場からジャイアントスキー場下部まで約６kmのコースを堪能することができます。たくさん滑って楽しみながらさらなる

上達を目指しましょう☆＊期間中のリフト代込み 

■バス走行時間(昼食休憩含む)；約４時間50分（池袋から267km） 



＊写真は過去の参加者の様子ですので、イメージとしてご参照ください 

【キャンプリーダー】 

野外教育およびリスクマネジメントの研修

を受けたキャンプリーダー（リーダー）が

1班につき1名担当し、24時間寝食を共に

して、お子様の安全管理を行いながら生活

の中で「きっかけ」を与えお子様の成長に

プラスになるように導きます。また、リー

ダーはお子様がグループに溶け込めるよう

ケアしますので、一人でのご参加でもご安

心ください。なお、幼児や低学年のお子様

は着替えや荷物整理、トイレ補助などリー

ダーがお手伝いいたします。 

【グループ編制について】 

幼児のお子様は4～6名にて班を編制いたしま

す（規定数に満たない場合は小学校低学年と同じ班

になる場合があります）。小学生以上のお子様は

原則、男女別年齢別で6～9名にて班編制いた

します（場合によって男女混合になることがありま

す）。宿泊は班ごとに部屋を割り当てます（小

学3年生以上は男女別）。ご兄弟や友達同士など

で同じ班を希望される方はお申し込み時に２

名様までお伝えください。ただし、ご希望に

添えない場合がございます（小学生と幼児の

お子様では班を分けさせていただきます）。 

【湘南自然学校の約束】 

1.お子様の自主性や個性を尊重します。 

2.失敗をしても仲間が支えてくれる環境を

作ります。 

3.自然や友達と仲良くなる方法をみんなで

考えます。 

4.「やればできる」というプラス思考の中

で自分に自信がつくようなプログラムを

行います。 

【安全管理・健康管理】 

お子様をお預かりする上で安全管理（ ）が最優先であると考え、リスクマネージャーを設置し、安全管理講習会参加するな

ど常に改善を図っております。また、スタッフ研修においても危機管理には特に時間をかけているほか、安全管理マニュアルを整備しております。

さらに、同行ディレクターは、メディック・ファーストエイド(MFA JAPAN)の小児救急法の訓練を受けております。しかし、自然の中では危険はい

たるところに潜んでいます。ぜひご家庭でお子様に注意を促していただけますようお願いいたします。 

キャンプ中に怪我が生じた場合は現地にて応急処置を行い、医師による加療が必要な場合には速やかに医療機関に搬送し受診いたします。(有)アウ

トドアシステムでは、損害保険ジャパン株式会社の全旅協旅行災害補償制度に加入しており、万が一怪我が生じた場合には、傷害保険の適応範囲内

にて対応いたします。 

健康管理においては、うがいおよび手洗いを励行し、保温に努め、毎朝リーダーがお子様の健康状態をチェックいたします。なお、健康管理上お子

様の健康状態および特記事項（既往症など）、常備薬の服用方法など、ご集合時に担当リーダーにお伝えください。また、食物アレルギーがある方

は、お申し込み時にご連絡ください。 

菅平高原は都心から約200kmと近く比較的短い道のり。標高が高く春まで積雪量は見込めま

す。また晴天率も高くて春スキーは気持ちいいでしょう。スキーデビューのお子様が楽しめ

るような１km以上ある長距離林間コースや広いゲレンデもあり、初心者から楽しめます。 

＊期間中のリフト代込み ■バス走行時間(昼食休憩含む)；約４時間15分（池袋から208km） 

スキーキャンプ菅平高原〈すがだいらこうげん〉 

【プログラム】 
スキーレッスン、SNSオリジナルスキー検定、雪遊び、キャンドルファイヤー、など。 

★天気、積雪状況、お子様の体力や興味などにより変更する場合があります。 

※リフトの乗車はレッスンを担当するリーダーの指導のもと無制限に乗ることができます。 

日  程 ３月２５日（土）～２８日（火） 3泊4日 

場  所 長野県上田市 菅平高原スノーリゾート（太郎山エリア） 

宿  泊 天狗ロッヂ 

対  象 

募集人員 
年中～小学６年生  ４２名 

旅行代金 

リフト代 
[3泊4日]￥６９，８００  ★リフト４日券代込み 
 

◆レンタル代（ ） 

スキーセット\5,500／ウエア（上下）\4,500／スキー用ヘルメット\3,000 

食  事 [3泊4日]朝３回・昼３回・夕３回 

交  通 貸切バス  

池袋駅西口周辺 

スキー 

レベルの

目安 

湘南自然学校スキー検定；１０～４級 または 

スキー初挑戦・初心者～ 

のお子様



【その他】 

◆旅行代金に含まれるもの；集合場所

からの交通費、宿泊費、1日目の夕食

から最終日の昼食までの食費、プログ

ラム費、リフト代 

◆旅行代金に含まれないもの；集合場

所までの交通費、お土産代などの個人

的費用、出発当日の昼食、レンタル代 

◆プログラム；各プログラムは、天

気、積雪状況、お子様の興味や体力に

より変更する場合があります。各年齢

に応じた無理のないプログラムを行い

ます。 

◆最少催行人員；１８名 

 

※その他のご旅行条件に関しましては

ご旅行条件書をご参照ください。 

～お問い合わせ・お申し込み～ 
 

有限会社アウトドアシステム 

湘南自然学校予約センター 
 

神奈川県知事登録旅行業第２-1043号 (一社)全国旅行業協会正会員 

総合旅行業務取扱管理者 斎藤 泰幸 

〒253-0027 神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘3-32 

TEL. ０４６７－５８－１５６６ 

〔営業時間〕平日09:30～17:30／土曜日・日曜日・祝日 休業 

旅行企画 

実  施 

【キャンセル規程】 
お申し込み後、お客様のご都合により

旅行を取り消される場合は、出発の前

日から起算してさかのぼって下記の料

率でお取消料を申し受けます。 

※21日以前は無料です。 

前日 当日 出発後 

20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

【
ご
予
約
・
お
申
し
込
み
方
法
】

 

１．募集型企画旅行契約 

湘南自然学校・令和ガキ大将養成キャンプは有限会社アウトドアシステム（以下「当社」といいます）が企画募集し実施す

る国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 

本旅行条件の詳細は本書面によるほか、最終旅行日程表、及び旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。尚、

①旅行代金の額、②旅行の目的地、③出発日および日程に関する事項、④お客様が提供を受けることができるサービス

の内容（運送、宿泊、食事の内容）、⑤最少催行人員、⑥申し込み方法、⑦旅行代金のお支払いと旅行契約の成立時

期、⑧取消料、以上の８項目については本チラシを参照ください。 
 

２．契約内容の変更と旅行代金の変更 

(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によ

らない運行サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、そ

の変更に伴い旅行代金を変更することがあります。 

(2)著しい経済状況の変化等により通常想定される範囲を大幅に超えて増額、または減額された場合はその範囲内にお

いて旅行代金を増額または減額する場合があります。 
 

３．旅行中止の場合 

ご参加のお客様が当チラシに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。

この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日（日帰り旅行は４日前）より前に連絡させてい

ただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しいたします。 
 

４．添乗員同行の有無 

添乗員は同行いたしませんが、全日程プログラム指導者が同行いたします。 

５．旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、プログラム参加費および消費税等諸税を含んでいます。尚、上記の経

費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。 
 

６．特別補償 

お客様が旅行参加中に、生命、身体または手荷物に被られた一定の損害については当社の故意、過失の有無にかかわらず旅行業

約款特別補償規定に定めるところにより、保証金、見舞金を支払います。 
 

７．旅程保証 

当社はパンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表２表）に掲げる重要な変更が

生じた場合は同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。 
 

８．個人情報の取り扱い 

当社は旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、①旅行者の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊

機関等のサービス手配、提供のため、③保険手続きのため、④当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内のため、⑤旅行参加後

のご意見や感想、アンケートのお願いのため、に利用させていただきます。尚、旅行中撮影した写真（音声および映像なども含む）は

当社Webサイト及びチラシに使用する場合があります。写真の掲載を希望されない方は事前にお申し出ください。 
 

９．旅行業務取扱管理者 

お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明に不備の点がありましたら、ご遠慮

なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。 
 

１０．ご旅行条件・ご旅行代金の基準 

本チラシに記載の旅行条件は2023年1月18日を基準としています。 

湘南自然学校旅行条件書（要約） この書面は旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面および契約書面の一部となります。 

詳しい旅行条件を説明した書面は事前にご確認の上お申し込みください。 

【スキーレッスン】 

技術レベルや年齢によってレッスング

ループを編制し、6～10名（幼児は4～

6名）に1名の割合でリーダーが担当

し、子どものスキー指導法をもとにス

キーの楽しさを体験できるよう指導し

ます。湘南自然学校ではスキーの上達

にリフトを利用することが不可欠とい

う考えのもと、全コースリフト代が含

まれていますので、初めてのお子様で

もリフトを使用します（プルーク補助

具「トライスキー」を使用しますので

早期にリフトに乗車できます）。ま

た、独自に設定した10級から1級まで

のスキー認定テストにより、お子様の

レベルに応じて認定級をお渡ししま

す。 

ご予約はWebサイトまたはお電話にてお申し込みください。 

受付開始日；２月２日（木）09:30より 

★リピーター限定先行受付；２月１日（水）09:30より 

※トラブル防止のため、ご予約は参加者の保護者様からのみ受け付けいたします。 

※お申込方法による優先順位はございませんが、予約開始日はお電話が非常に集中しますので

Webサイトからのお申し込みをご検討ください。 

電話でお申し込み 
 

ご希望の日程・コースをお電話にてご予約くださ

い。ご予約後、お申込用紙・参加同意書ならびに旅

行条件書を郵送いたします。お申込用紙・参加同

意書に必要事項をご記入の上、郵送または

FAXにてご返送ください。 

 

ご希望の日程・コースをお選びくだ

さい（カートに入れる）。お申込画

面にて必要事項をご入力後、参

加同意書をお読みください。 
※会員登録（無料）が必要 

旅行代金のご決済またはお振込が完了した

時点で旅行契約（お申し込み）が成立とな

ります。 

お申込用紙のご返送および旅行代金のご決

済またはお振込が完了した時点で旅行契約

（お申し込み）が成立となります。 

ご出発の７日前までに、出発の最終ご案内

（集合時間・場所、持ち物案内、ガイドブッ

クなど）を郵送にてお送りいたします。 

ご出発の７日前までに、出発の最終ご案内

（集合時間・場所、持ち物案内、ガイドブッ

クなど）を郵送にてお送りいたします。 

 
 

【銀行振込】お支払期日までに、お申込金（旅行代金10,000円以上50,000円未満の場合

10,000円、50,000円以上の場合20,000円以上）または旅行代金全額（レンタル代を含む）をお

振り込みください。お申込金のみお振り込みの方は出発日の21日前までに残金のお振込をお願

いいたします。 

お振込先；横浜銀行／三菱UFJ銀行／みずほ銀行／ゆうちょ銀行（郵便局） 

【クレジットカード決済】メール送信にて「決済のご案内」をお送りします（お支払期

日は受信メールにてご確認ください）。受信メールから決済画面に移動し、必要事項を入力し

てお手続きください。 

お取り扱いブランド；VISA／MasterCard 

【コンビニ決済】メール送信にて「決済のご案内」をお送りします（お支払期日は受信

メールにてご確認ください）。受信メールから決済画面に移動し、必要事項を入力して受付番

号を取得してください。取得した受付番号を使ってコンビニ内にある端末機から支払票を印刷

し、レジにてお支払いください。 

お取り扱い店舗；ローソン／ファミリーマート／セイコーマート／ミニストップ 

プログラム企画・運営 
 

特定非営利活動法人 湘南自然学校 

〒253-0027 神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘3-32 

TEL. ０４６７－３８－６３００ 

URL https://www.shonan-ns.com 

〔営業時間〕平日09:30～17:30 

土曜日・日曜日・祝日 休業 

 

後援 (一社)日本アウトドアネットワーク 


