
山路を登りながら

緊急時、

運行バス：オーワ観光バス、名古屋滋賀交通（株）予定　広報協力：中京テレビ放送（株）　生活指導：日本レクリエーションアカデミー　商品協賛：（株）アサンテ　飲料協賛：活命茶
冬・春休み自然体験教室主催： 旅行企画実施： 愛知県知事登録旅行業　第2-1102号　旅行業務取扱管理者　佐野  悟

■参加対象 / 小学1年生～中学3年生
　Bコース（スノーボード）のみ　小学3年生～中学3年生
■最少催行人員 / 各日出発30名
■添乗員/同行（事務局員が同行いたします。）
■食事（初日の昼はお弁当持参）/
　2泊3日：朝2、昼2、夜2　　3泊4日：朝3、昼3、夜3
※参加費に含まれるもの/往復交通費、宿泊費、食費、プログラム
費、消費税、傷害保険etc
※天候その他、現地の諸事情により「安全と健康を第一」に考え、
子供たちに無理なく過ごして頂く為にプログラム内容を変更また
は中止にする場合もございます。

お申し込み / お問い合わせお申し込み / お問い合わせ

※各コース、定員に達し次第キャンセル待ちとなります。
　参加をご希望の方は、早めのご予約をおすすめします。

お申し込みは、お電話もしくは
ホームページの予約フォームから
受付いたします！

【所在地】
〒453-8702
名古屋市中村区平池町4-60-11 中京テレビ本社ビル7階

NPO法人 スクスクスクール事務局

052-571-5505
【対応時間】平日10：00～17：00（土・日・祝日は休業）

または、右にあるQRコードを読み込んで  
アクセスしてください。

スクスクスクール　   で 検索

ホームページ コースの詳細をご覧いただけます。

バス発着（集合・解散）場所バス発着（集合・解散）場所

栄 /　テレビ塔西側・CTV錦ビル前

豊田/  愛知環状鉄道 新豊田駅東側ロータリー

赤池 /　名鉄地下鉄 赤池駅北
春日井 /　春日井市役所 正面玄関前

ささしまライブ /　ささしまライブ駅の下

C D EBＡ F G

参加者交流
ふれあい会

2020年  　  1月26日（日） 　 4月19日（日）

会場/ 中京テレビ本社ビル
対象/ 冬・春休み自然体験教室に参加されたご家族の皆様

自然体験教室を開催後、写真の展示を行います。
その他、忘れ物コーナーやカウンセラーとの交流会などを
催し、お楽しみ抽選会も行う予定です。保護者様からの
ご意見も受付いたします。
※ご参加の方には後日、詳細をお渡しいたします。

冬 春

伊勢志摩コース
わん  　ゆう　 らん　 せんF

2020年
3月25日（水）～27日（金）

募集定員
４０名 ３４,８００円

マリンキャンプ＆
あご湾遊覧船 【２泊３日】

宿泊先：ともやま公園野外活動センター
環境プログラム：志摩マリンランド飼育員（予定）
　　　　　　　環境省ビジターセンター職員（予定）

場所：三重県志摩市大王町
　　　志摩マリンランド
　　　ともやま公園野外活動センター
　　　伊勢志摩国立公園 横山ビジターセンター

・伊勢志摩マリンランド水族館を見学　「マンボウに会おう」
　「海女さんのエサ付け実演」   「2,500匹の魚が泳ぐ回遊水槽」
・水族館の裏側ツアー＆エサやり体験　・ペンギンにタッチ
・ドクターフィッシュのセラピー体験　・あご湾で遊覧船に乗船
・いかだの上で「ウミホタル」観察　・新緑と桜の道をハイキング
・次郎六郎海岸で、海の生物観察＆飼育員さんによる講習会
・志摩国立公園 横山ビジターセンター見学　・星空観察
・野外炊飯　・キャンプファイヤー　など

海と暮らす町「伊勢志摩」の海や水族館で
生きものについて楽しく学ぼう！

  うみ　　　   く　　　　  　　まち　　　 い　 せ　　し　　ま　　　　　　うみ　　　 すい　ぞく　かん

　い　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　たの　　　　　　まな

水族館の一番人気☆ マンボウの大きな像と写真をとろう！本物のマンボウはどのくらい大きいのか、いっしょに見よう！

遊覧船（ゆうらんせん）の海風は気もちいい！

ながれていく海と空、島の緑がとてもキレイ！

ドクターフィッシュの水そうに手を入れたら、たくさん集まってきたよ！ くすぐったくて楽しい！

暗いいかだの上から、ウミホタルを見つけよう！海の中にある星空も、とってもステキだね！

2,500匹もの魚が泳いでいる姿は、大迫力だ！

みんなでいっしょに泳ぎたくなっちゃうね！

【プログラム】

い　　　 せ　　　 し　　　　ま

初めて参加するお友だちも安心！
お一人でのご参加をお悩みの方も、お気軽にご出席ください。

2020年12月1日（日）  13：00～15：00
内容/ 各コースプログラム、持ち物など説明、
　　   事務局及びカウンセラー紹介、カウンセラーと遊ぼう、Q&A

会場/ 中京テレビ本社ビル
あおなみ線「ささしまライブ」駅下車にて徒歩1分。名古屋駅方面にて笹島交差点から徒歩10分。
※お願い：会場には無料駐車場はございません。なるべく公共交通機関をご利用ください。

要予約

ペンギンの背中をなでなで。実際にさわったら

思っていたよりも毛がかたくてビックリだ！

伊勢志摩コース

春は伊勢志摩の海へGO！

伊勢志摩コース

白馬コース

リフトに乗って見た景色はとてもキレイ！足元に広がる白銀の世界をながめよう！

レベルに合わせて少人数でのレッスンだから班の友達となかよくなれるし、上達も早い！

白馬コース

両足が固定されるスノーボードは、最初は

むずかしいけれど、すべれるととっても楽しい！

ほおのきコース

雪山の風を感じるのは、楽しくて気もちいい！
大の字で雪に飛び込んだりして遊ぼう！

ほおのきコース

ゴンドラに乗って、班のみんなで山にあがろう！

遠い場所まで、楽しみながら移動できるね。

白馬コース

冬を全力で楽しもう！
白馬コース

まっしろな雪山を
スキーやスノーボードですべろう！

冬スポーツの技術を上達させながら
いっぱい友達ができたよー！

お友だち
大集合！

お友だち
大集合！

海や水族館で
生きものを近くで触って観察だ！

キャンプでご飯を作ったり...
楽しみがもりだくさん！

小・中学生対象児童教育事業小・中学生対象児童教育事業
自立心と好奇心が芽生える子どもたちの、はじめの一歩を応援します。自立心と好奇心が芽生える子どもたちの、はじめの一歩を応援します。

愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、名古屋市教育委員会、春日井市教育委員会、みよし市教育委員会、豊田市教育委員会、
長久手市教育委員会、知立市教育委員会、刈谷市教育委員会、豊明市教育委員会、東浦町教育委員会、東郷町教育委員会、
岐阜県：高山市教育委員会、長野県：白馬村教育委員会、三重県：志摩市教育委員会、読売新聞中部支社、
中京テレビ放送（株）、TSBテレビ信州 （順不同）

後 

援

第44回第44回201
9年～2020年

自然体験教室
冬休み・春休み



※ほおのき・白馬共通インフォメーション：スキー・スノーボードの個人レベルによって、リフト代が変わるため、コース料金には含まれておりません。（リフト代は、スキー場の協力により、通常価格より割引かれた料金となります。）

〈カウンセラー〉 全ての行程において、大学生ボランティア団体のJ.R.Aを中心とするキャンプカウンセラー・レクリエーション
リーダーが子ども達と一緒に寝食を共にし、24時間体制でサポートいたします。（お子様10名前後に1人の割合で担当）
メンバーは通年を通じて様々な研修を行っており、子ども達と活動することをとても楽しみにしています。

〈事務局員〉 全ての行程において、事務局員が引率します。事務局
員は日本赤十字社救急法など豊富な知識と十数年の経験を積み、
お子様の安全と健康を第一にプログラムを管理・運営いたします。

各地域の特色を生かした環境・食育・職業体験に関する
プログラムを導入しています。また、「地産地消」を心掛け
地域の食材を利用したメニューを選んでいます。

1) 実際の体験を通じて、創造性や感性を育もう！
2) 新しい出会いを大切にし、一緒に生活することで自主性・協調性・社会性を育もう！
3) 自然を体感することで環境の大切さや食べ物への感謝の気持ちを育もう！

「大自然の中でのびのびと遊びながら学び、学びながら遊ぶ」基本方針
昭和51年より、ひだ荘川村（現高山市）ではじまった自然体験教室です。
今では、親子2世代でご参加いただいている方も多数お見えになります。
平成27年度に40周年を迎え、NPO法人スクスクスクールとなりました。

SAJスキーバッジテスト SIAジュニア
国際スキー技術検定ジュニアテスト / 級別テスト

全日本スキー連盟（SAJ）により実施される、
スキー技能の習熟度を評価できるテストです。
ジュニアテストは小学生までのお子様が対象
で、級別テストは中学生以上が対象です。

日本プロスキー教師協会（SIA）により実施
される、スキー技能の習熟度を評価できる
テストです。中学生以下対象です。

■階級
ジュニアテスト：1～6級
級別テスト：1～5級

※階級によって、バッジやメダルの色・デザインは変わります。  ※バッジ、認定証・メダルの発行には、コース参加料とは別途料金が必要です。

ジュニアテスト
合格バッジ

級別テスト
合格バッジ 認定証認定メダル

■階級
ゴールド、シルバー、ブロンズ、
レッド、イエロー、グリーン
（全6階級）

初めてでも、　　　　　　なら初めてでも、　　　　　　なら初めて 　　　　　　　 安心！

※1  技術レベルにより、ほおのき：入門・初級・中級と、白馬：初級・中級・中上級に班分けします。班の人数は、スキー：入門～7名、初級・中級・中上級～10名、スノーボード：入門～5名、初級・中級～9名です。

Point-１
現地の

スキー学校
（SAJ・SIA指導者中心）

インストラクターによる
充実の４回レッスン！

たっぷり滑って
上達できます。

Point-２※１
初めて～

中上級の子まで
個人のレベルに応じて
少人数制のレッスン！

短期間での上達が
見込めます。

Point-３
入門班と

初級班の子には
レッスン中も、常時

カウンセラーが付き添い
サポートするので

安心です。

Point-４
最終日に

技術の上達を示す
「成長記録表」を

作成してお渡しします！
自分の成長を実感

できます。

レンタルのご案内
事前予約制

期間中、下記の料金にてレンタルを承ります。
（ほおのき：２泊３日、白馬：３泊４日の料金）

・スノーボードセット（ボード・靴）
　  ほおのき５，０００円 
・スキーセット（板・靴・ストック）
　  ほおのき４，５００円 / 白馬５,０００円
・スキーウェア（上下）
　  ほおのき３,５００円 / 白馬４,０００円
・小物セット（ゴーグル・手袋２組）
　  ほおのき１,０００円 / 白馬１,２００円

力を合わせて、みんなでもちつき大会だ！自分たちでついたおもちは、とってもおいしい！

北アルプスの高い山からすべるよ！ 初級～

中上級の子まで、最高のすべりごこちを楽しもう！

ゴンドラに乗って、みんなでいっきに山にあがるよ！

リフトとはちがった楽しさがあって、はしゃいじゃうね！

白馬コース北アルプスの最高の雪質で
標高1,614mの山から滑ろう！

スキーレッスン＋フリースキー＆
SIAジュニア国際スキー技術検定【３泊４日】

こく　　さい　　　　　　　　 　　ぎ　 じゅつ　けん　ていG
2020年
3月28日（土）～31日（火）

募集定員
４０名 ４６,９００円

※検定料込み。認定証・メダル発行は別途料金必要（希望者のみ）。

参加対象：スキー経験者（初級～）

スキー指導 ：日本プロスキー教師協会（SIA）公認　Hakuba47スキーアカデミー
宿泊先：ペンション「マリオネット」 「アンデルセン」

場所：長野県北安曇野白馬村　Hakuba47 ウィンタースポーツパーク

  きた　　　　　　　　　　　　　 さい　こう　　　  ゆき　しつ

   ひょう   こう　　　　　　　　　　　　　 やま　　　　　　すべ

はく　　　ば

初めてでも、スキー板のつけ方から丁寧に指導！

入門・初級班はコーチ＆カウンセラーがいて安心。
いろんなコースがあるから、初めて（入門）～中級の子まで、みんなと楽しみながらレベルアップ！

ほおのきコース 緩やかな坂の広い雪原があり、初心者レッスンに適したゲレンデ！
標高1,250mの山にリフトで上がって、雪景色を眺めながら滑ろう！

スキー指導：全日本スキー連盟（SAJ）公認　朴の木平スキー学校

環境プログラム指導：
環境省自然公園指導員　上平 尚 氏（当NPO副理事長）予定

宿泊先：「あるぺん」「しゃくなげ」 他同クラスの民宿

場所：岐阜県高山市丹生川町　ほおのき平 スキー場

A スキーレッスン 【２泊３日】

2019年
12月25日（水）～27日（金）

募集定員
８０名 ３９,８００円

B スノーボードレッスン 【２泊３日】

2019年
12月28日（土）～30日（月）

募集定員
４０名 ４０,９００円

D スキーレッスン 【２泊３日】

2020年
1月4日（土）～6日（月）

募集定員
４０名 ３９,８００円

C スキーレッスン 【２泊３日】

2019年
12月28日（土）～30日（月）

募集定員
４０名 ３９,８００円

E
原則小学生はジュニアテスト、中学生は級別テスト

スキーレッスン＆
SAJスキーバッジテスト 【２泊３日】
2020年
3月20日（金）～22日（日）

募集定員
４０名 ４１,３００円

※検定料込み。バッジ発行は別途料金必要（希望者のみ）。

・少人数制のスキー・スノーボードレッスン（計４回）
・山岳レスキュー隊長による「雪山について学ぼう」セミナー
・雪あそび　　・冬の星空観察
・民宿でレクリエーション

【プログラム】
・少人数制のスキーレッスン（計４回）
・もちつき大会　　・冬の星空観察
・民宿でレクリエーション

ゆる　　　 　　　　　 さか　　　 ひろ　　　 せつ　げん　　　　　　　　　　しょ　しん　しゃ　　　　　　　　　　　　　てき

ひょう   こう　　　　　　　　　　　　　 やま　　　　　　　　　　　　 あ　　　　　　　　　　 ゆき     げ      しき　　　 なが　　　　　　　　　　　すべ

【プログラム】

この冬、スキー・スノーボードを　　　　　で楽しもう！この冬、スキー・スノーボードを　　　　　で楽しもう！　　　  スキー・スノーボード　　　  スキー・スノーボード
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自然体験教室を開催後、写真の展示を行います。
その他、忘れ物コーナーやカウンセラーとの交流会などを
催し、お楽しみ抽選会も行う予定です。保護者様からの
ご意見も受付いたします。
※ご参加の方には後日、詳細をお渡しいたします。

冬 春

伊勢志摩コース
わん  　ゆう　 らん　 せんF

2020年
3月25日（水）～27日（金）

募集定員
４０名 ３４,８００円

マリンキャンプ＆
あご湾遊覧船 【２泊３日】

宿泊先：ともやま公園野外活動センター
環境プログラム：志摩マリンランド飼育員（予定）
　　　　　　　環境省ビジターセンター職員（予定）

場所：三重県志摩市大王町
　　　志摩マリンランド
　　　ともやま公園野外活動センター
　　　伊勢志摩国立公園 横山ビジターセンター

・伊勢志摩マリンランド水族館を見学　「マンボウに会おう」
　「海女さんのエサ付け実演」   「2,500匹の魚が泳ぐ回遊水槽」
・水族館の裏側ツアー＆エサやり体験　・ペンギンにタッチ
・ドクターフィッシュのセラピー体験　・あご湾で遊覧船に乗船
・いかだの上で「ウミホタル」観察　・新緑と桜の道をハイキング
・次郎六郎海岸で、海の生物観察＆飼育員さんによる講習会
・志摩国立公園 横山ビジターセンター見学　・星空観察
・野外炊飯　・キャンプファイヤー　など

海と暮らす町「伊勢志摩」の海や水族館で
生きものについて楽しく学ぼう！

  うみ　　　   く　　　　  　　まち　　　 い　 せ　　し　　ま　　　　　　うみ　　　 すい　ぞく　かん

　い　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　たの　　　　　　まな

水族館の一番人気☆ マンボウの大きな像と写真をとろう！本物のマンボウはどのくらい大きいのか、いっしょに見よう！

遊覧船（ゆうらんせん）の海風は気もちいい！

ながれていく海と空、島の緑がとてもキレイ！

ドクターフィッシュの水そうに手を入れたら、たくさん集まってきたよ！ くすぐったくて楽しい！

暗いいかだの上から、ウミホタルを見つけよう！海の中にある星空も、とってもステキだね！

2,500匹もの魚が泳いでいる姿は、大迫力だ！

みんなでいっしょに泳ぎたくなっちゃうね！

【プログラム】

い　　　 せ　　　 し　　　　ま

初めて参加するお友だちも安心！
お一人でのご参加をお悩みの方も、お気軽にご出席ください。

2020年12月1日（日）  13：00～15：00
内容/ 各コースプログラム、持ち物など説明、
　　   事務局及びカウンセラー紹介、カウンセラーと遊ぼう、Q&A

会場/ 中京テレビ本社ビル
あおなみ線「ささしまライブ」駅下車にて徒歩1分。名古屋駅方面にて笹島交差点から徒歩10分。
※お願い：会場には無料駐車場はございません。なるべく公共交通機関をご利用ください。

要予約

ペンギンの背中をなでなで。実際にさわったら

思っていたよりも毛がかたくてビックリだ！

伊勢志摩コース

春は伊勢志摩の海へGO！

伊勢志摩コース

白馬コース

リフトに乗って見た景色はとてもキレイ！足元に広がる白銀の世界をながめよう！

レベルに合わせて少人数でのレッスンだから班の友達となかよくなれるし、上達も早い！

白馬コース

両足が固定されるスノーボードは、最初は

むずかしいけれど、すべれるととっても楽しい！

ほおのきコース

雪山の風を感じるのは、楽しくて気もちいい！
大の字で雪に飛び込んだりして遊ぼう！

ほおのきコース

ゴンドラに乗って、班のみんなで山にあがろう！

遠い場所まで、楽しみながら移動できるね。

白馬コース

冬を全力で楽しもう！
白馬コース

まっしろな雪山を
スキーやスノーボードですべろう！

冬スポーツの技術を上達させながら
いっぱい友達ができたよー！

お友だち
大集合！

お友だち
大集合！

海や水族館で
生きものを近くで触って観察だ！

キャンプでご飯を作ったり...
楽しみがもりだくさん！

小・中学生対象児童教育事業小・中学生対象児童教育事業
自立心と好奇心が芽生える子どもたちの、はじめの一歩を応援します。自立心と好奇心が芽生える子どもたちの、はじめの一歩を応援します。

愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、名古屋市教育委員会、春日井市教育委員会、みよし市教育委員会、豊田市教育委員会、
長久手市教育委員会、知立市教育委員会、刈谷市教育委員会、豊明市教育委員会、東浦町教育委員会、東郷町教育委員会、
岐阜県：高山市教育委員会、長野県：白馬村教育委員会、三重県：志摩市教育委員会、読売新聞中部支社、
中京テレビ放送（株）、TSBテレビ信州 （順不同）

後 

援

第44回第44回201
9年～2020年

自然体験教室
冬休み・春休み


