
                 NPONPONPONPO 法人法人法人法人千葉自然学校 事務局事務局事務局事務局 

         ＴＥＬ．ＴＥＬ．ＴＥＬ．ＴＥＬ．０４３-２２７-７１０３ 
                     （電話受付 平日 10:00～18:00 土日祝休み） 

FAX：043-202-7237 E-mail：camp@chiba-ns.net   

URL: http://www.chiba-ns.net/   ※ご予約を頂いた方には、申込書と詳細資料をお送りいたします。 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                        
～～～～    変化変化変化変化にににに富富富富んだんだんだんだコースをパワフルにコースをパワフルにコースをパワフルにコースをパワフルに滑滑滑滑ろうろうろうろう！！！！    ～～～～        
初級者から中級者まで満足して滑れるコース設置。緩やかなコースで足慣らし 

ができたら、中急斜面にトライしよう！最終日もひと滑りできるから、期間中 

たくさん滑ることができます。 

■ 開催日程  12/27((((木木木木))))～～～～12/30((((日日日日))))        【【【【3 泊泊泊泊４日日日日】】】】 
■ 参加対象   小学１年生～～～～中学 3 年生  ■ 最少催行人員   24242424 名名名名 

■ 旅行代金  58,800 円円円円                           
費用に含まれるもの／往復交通費・食費（朝 3 昼 3夕 3）・宿泊費 

期間中のリフト代・プログラム費・指導費  

費用に含まれないもの／レンタルスキー・ウェア代 
  

＊レンタルスキー3点：6,000 円  

＊レンタルウエア:5,000 円 
「スキー3 点」はスキー板、ストック、ブーツの 3 点です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スキー初心～初級レベル対象】
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

～～～～    広広広広くてなだくてなだくてなだくてなだらかならかならかならかな斜面斜面斜面斜面でたくさんでたくさんでたくさんでたくさん滑滑滑滑ろうろうろうろう    ～～～～        
広くてなだらかなファミリーコースは、スキーが初めてでものびのび滑ることが 

できます。全長 1040m だから、長い距離を滑るうちにスキーがみるみる上達！ 
 

■ 開催日程12/25((((火火火火))))～～～～12/27((((木木木木))))    【【【【2 泊泊泊泊 3 日日日日】】】】    

■ 参加対象  小学１年生～～～～小学６年生  ■ 最少催行人員 24242424 名名名名 

■ 旅行代金 43,800 円    
 

費用に含まれるもの／往復交通費・食費（朝 2 昼 2夕 2）・宿泊費 

期間中のリフト代・プログラム費・指導費  

費用に含まれないもの／レンタルスキー・ウェア代 
 

＊レンタルスキー3点：5,000 円  

＊レンタルウエア:4,000 円 
「スキー3 点」はスキー板、ストック、ブーツの 3 点です。 

 

 午前午前午前午前    午後午後午後午後    夜夜夜夜    

12/25 JR 千葉駅 8:30 発 

（貸切バス利用） 

移動/ブーツ合わせ 
スキーレッスン① グループタイム 

12/26

 

スキーレッスン② スキーレッスン③ 
室内レクリエーション 

ゲーム大会 

12/27 
スキーレッスン④ 

（ひと滑り） 出発/移動 
JR 千葉駅 19:00 着 

（貸切バス利用） 

 

 
 

NPO 法人千葉自然学校 検索 

お申込み・お問合せは… 

復興支援  
福島に元気を届けよう！ 

滑る感覚に慣れたら、リフトへ GO! 

緩やかな斜面で足慣らしができたら中急斜面にトライ！ 
チャレンジ精神は、こどもの自主性を育みます。 

 午前午前午前午前    午後午後午後午後    夜夜夜夜    

12/27 
JR 千葉駅 8:30 発 

（貸切バス利用） 

移動/ブーツ合わせ 
スキーレッスン① 

グループタイム 

12/28 スキーレッスン② スキーレッスン③ グループタイム 

12/29 スキーレッスン④ 
スキーレッスン⑤ 
（スキー検定会） 

室内レクリエーション 
ゲーム大会 

12/30 
スキーレッスン⑥ 
（ひと滑り） 

出発/移動 
JR 千葉駅 19:00 着 

（貸切バス利用） 

 

 

 

リフト乗り放題 

リフト乗り放題 

■開催場所 福島県福島県福島県福島県会津高原会津高原会津高原会津高原        たかつえスキーたかつえスキーたかつえスキーたかつえスキー場場場場 
■宿泊場所 会津会津会津会津アストリアロッジアストリアロッジアストリアロッジアストリアロッジ        
※集合解散場所／※集合解散場所／※集合解散場所／※集合解散場所／JRJRJRJR 千葉駅千葉駅千葉駅千葉駅 NTTNTTNTTNTT 前・京成佐倉前・京成佐倉前・京成佐倉前・京成佐倉駅駅駅駅ﾔｯｸｽﾄﾞﾗｯｸﾞ佐倉店（往復貸切バス）ﾔｯｸｽﾄﾞﾗｯｸﾞ佐倉店（往復貸切バス）ﾔｯｸｽﾄﾞﾗｯｸﾞ佐倉店（往復貸切バス）ﾔｯｸｽﾄﾞﾗｯｸﾞ佐倉店（往復貸切バス）    

★ たかつえ 
スキー場 

福島県 

宿泊場所 

ゲレンデがすぐ目の前 

★食材については放射

線物質が検出されてい

ない物を使用しており

ます。（たかつえスキー

場 HPより抜粋） 

【スキー初心～初級レベル対象】
 

【スキー初級～中上級レベル対象】 
 



初級・中級者 
  

参加対象：スキー経験のある初級～中級者 

小学 1年～中学３年 

目標：プルークボーゲンの完成～ 

プルークターン     
スキーの基礎、プルークボーゲンの完成を

目標にスキーレッスンをします。低学年は、

転んでも楽しく長い距離を滑ること。中学年

は、転ばずに長い距離を滑ること。高学年以

上は、安全かつ楽しく、ひとつ上の技術を身

に付けることを目標にしています。（プルーク

ターンやシュテムターンの導入） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※天候、交通事情、参加人数などにより集合解散場所や交通手段、プログラムが変更になることがあります。 
≪旅行企画・実施／旅行申込・旅行代金支払先≫株式会社ＨＭＣ東京 旅行事業部    旅行業務取扱管理者氏名 山中博司／東京都知事登録旅行業 第２－５５８５号 
〒297-0026 千葉県茂原市茂原644-1  電話：0475-25-0711 FAX：0475-23-7048  営業時間：9:00～17:00 休業日:土・日・祝・年末年始 
 

≪主催≫ 株式会社 千葉薬品  
≪共催≫ ヤックス自然学校 
 

                    
おおおお申込申込申込申込みのみのみのみの前前前前におにおにおにお読読読読みくださいみくださいみくださいみください。。。。    
株式会社 HMC 東京御中 

別紙「保護者の皆様へ」に記載の内容及び旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等

その他への個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申し込みます。 
            

お申込み方法 （トラブル防止のため、参加者の保護者のみ受付します。） 
まずは千葉自然学校事務局に電話、または E-mail にてご連絡ください。 

TEL:043-227-7103  E-mail:camp@chiba-ns.net 
申込書･詳細資料を千葉自然学校事務局より後日送付いたします。 

参加費用は、指定の銀行振込み（手数料参加者負担）となります。 
   

旅行代金に含まれるもの 含まれないもの 
旅行代金は、パンフレットに明示した日程の交通費、宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消

費税諸税相当額が含まれますが、旅行日程に含まれない交通費、飲食費及び個人的性質の諸費

用は含まれておりません。 
 

旅行の催行について 
最少催行人員は、各キャンプの欄をご参照ください。 

最少催行人員に満たない場合は、当校は旅行の催行を中止する場合があります。 
 

添乗について 
添乗員は同行しませんが、全行程にキャンプリーダーが同行します。 

      
キャンセルの場合 
お申込み後、お客様のご都合により旅行を取り消される場合は、旅行代金に対してお一人につき下

記の利率で取消料を申し受けます。（未入金を含みます。） 

旅行開催日より起算して 

20 日前～8 日前にキャンセルした場合･･･ 旅行代金の 20％ 

７日前～２日前にキャンセルした場合･･･ 旅行代金の 30％ 

前日にキャンセルした場合････････････  旅行代金の 40％ 

旅行出発前にキャンセルした場合･･････  旅行代金の 50％ 

旅行開催後にキャンセルした場合･･････   旅行代金の 100％ 

※当校営業時間外の取り消しにつきましては、翌営業日扱いとなります。 
 

募集締切について 
12／19（水） 但し、定員になり次第、締切 
 

個人情報の取扱について 
①旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配

及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 

②当プログラムで撮影した写真・映像について、今後の販促関係のパンフレット等、およびＨＰでの

活動報告に使用する場合がございます。それ以外の目的では使用いたしません。 
  

スキーキャンプ説明会 ※スキーキャンプ申込者対象に開催  

日時：12/8(土) 場所：きぼーる（千葉市中央区中央 4-5-1）  
その他 
①このパンフレットは、平成 24 年 10 月 10 日の資料に基づくものとして作成しております。 

②その他の事項については、詳しくは当社旅行業務取扱管理者におたずねください。 

安全への配慮安全への配慮安全への配慮安全への配慮 NPO法人千葉自然学校・ヤックス自然学校では、自然体験活動におけるリスクマネージメントに前向きに取り組み、日々安全への配

慮を行っています。全ての職員、ボランティアに対しての安全教育（危険箇所の伝達、危険予知トレーニング）等を徹底しています。 
また、非常事態が発生した場合に備え、様々な状況を想定したマニュアル（連絡体制、緊急時対応等）を整備し、職員、スタッフ参加のもとでトレー

ニングを行います。参加者の安全管理を最優先とするからです。それでも、自然体験活動においては、気象条件などにより不測の事故は 

起こりえるものです。その危険を知りつつなお、活動を続けるのは、学校や家庭では、難しいとされる自然体験の重要性に気づき、それ 

を伝えるのが使命と考えるからです。当活動にご参加の際には、その点をご理解頂き、ご協力いただければと思います。 

運営・指導スタッフ運営・指導スタッフ運営・指導スタッフ運営・指導スタッフ    
この活動は、NPO 法人千葉自然学校とヤックス自然学校との共催事業です。両校のスタッフが運営・移動を行い、子どもにはヤックス自然学校専属の

キャンプリーダーが付き添います。スタッフは、自然体験活動に関する資格を各種取得し、リスクマネージメントのトレーニングを積み、参加者の安

全への配慮を徹底しております。 

キャンプリーダーは、年間を通してリーダートレーニングを実施し、子どものキャンプを数多く経験し、キャンプ指導、レクリエーション指導、ス

キー指導、児童心理学、安全管理（救急処置法）等の講習会に積極的に参加した、小中学校の教職員を目指す千葉大学教育学部の学生が中心となって

キャンプ（スキー）を指導します。 

初心者 
  
参加対象：はじめてスキーを体験する初心者 

小学 1年～中学３年 

目標：プルークボーゲンで長い距離を 

転ばずに滑ること     
スキーが全く初めてのこどもを対象に、スキ

ー用具の扱い方から親切丁寧に指導します。ス

キーレッスンでハの字で止まれるようになっ

たら、リフトに乗って緩やかなコースへレッツ

ゴー！長い距離を滑ることでスキー板にも慣

れて、滑る楽しさを体験します。遊びの要素を

取り入れながら、楽しくスキーを習得していき

ます。 

 

中上級者中上級者中上級者中上級者    
    

参加対象：シュテムターン～ 

パラレルターンができる 

小学４年～中学３年 

目標：カービングターン～パラレルターンの    

大回り、小回りの導入                 
スキー用具の取扱からリフトの乗り降り

がひとりでできることはもちろんですが、中

急斜面を無理なく恐がらずに連続ターンで

滑走できるスキーレベルが必要です。（プル

ークボーゲンが完成している。）長い距離を

より早く滑れるようＳＡＪ1･2 級クラスのリ

ーダーが指導にあたります。 

 


