2021年

夏休 み

小・中学生対象児童教育事業

第46回

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。

※5月12日時点において Goto トラベルキャンペーンの情報が未確定

５月２４日（月）から、一斉募集開始！！

A ひだ荘川初めてのお泊まり体験 G
しょうかわ はじ

キャンプレベル

たの

と

たいけん はじ

とま

あたら

たいけん

ともだち

楽しいおためし体験、初めてのお泊り！ 新しいお友達がたくさん！
小学 １年生～小学 ２年生

お泊り体験
コース

募集人員３５名

７/２４ （土） ～ ２５ （日）

発着

栄

１泊２日（民宿「忠一郎」）

２３,９００円

赤池

岐阜県高山市荘川町（一色地区、一色の森キャンプ場）

キャンプレベル

内容が発表されましたら対象コースに適用し、 参加費から補助金を
還元致します。 （昨年の荘川コースでは、 参加費の３５％をご返金
致しました。）

※コースの写真は全てイメージです。

みすぎ

づく

美杉リゾートウォーターパーク＆オリジナルパン作り

みすぎちょう

しぜん

かん

ともだちづく

こうじょうけんがく

美杉町の自然を感じながら、ウォーターパークでお友達作りと工場見学！
小学 ２年生～中学 ３年生

大人気
コース

８/２４（火）～２６（木）

３６,９００円

食育指導 ： 清水直喜 氏

じぶんの てで とった
トウモロコシを おみやげに
もってかえれるよ

のため、 割引適用前の料金を記載しています。 今後、 正式な事業

募集人員８０名
発着

２泊３日（ホテル「美杉リゾートホテルＡＮＮＥＸ」）

豊田

赤池

春日井

栄

三重県津市美杉町（美杉ビレッジ・ウォーターパーク）
すきな どうぶつや
キャラクターの パンを
たのしく つくろう！

ながれるプールや
ウォータースライダーを
たのしもう！

ふだんは みられない
おかしこうじょうの
うらがわを みてみよう

みんなで たくさんの
じゃがいもを ほれたから
たのしかったよ！
お土産：トウモロコシ・じゃがいも

お土産：手作りパン・クラフト作品・おやつカンパニーお菓子

お友達作り、じゃがいも掘り、ミニハイキング、
川遊び、トウモロコシ収穫、星空観察など

プール遊び、おやつカンパニー工場見学、
火の谷温泉入浴、クラフト自然工作、星空観察など

【食育メニュー】

【食育メニュー】

バームクーヘン作り、朴葉（ほうば）めし

パン作り、ビュッフェ体験（朝食・夕食）

C クワガタ・カブトムシの森林探検隊 F 信州・牧場ふれあいキャンプ
しんりん たんけんたい

キャンプレベル

こんちゅうさいしゅう

たつじん

き

やま

こんちゅう

み

いえ

そだ

昆虫採集の達人からコツを聞いて、山で昆虫を見つけて家で育てよう！

自然探検
コース

２２,９００円

小学 ２年生～中学 ３年生

募集人員４０名

８/６ （金） ～ ７ （土）

１泊２日（ロッジ「関市立中池自然の家」）

発着

赤池

豊田

栄

岐阜県岐阜市（くわがた村、ながら川ふれあいの森）・関市（中池ファミリーパーク）
昆虫指導 ： 野平英一郎 氏

くわがたむらの そんちょう！
テレビに でたこともある くらい
ゆうめいだよ！

しんしゅう

キャンプレベル

じょうば うし

ぼくじょう

ちち

くさ

どうぶつ

ぼくじょうたいけん

しょくいく

乗馬、牛の乳しぼり、ヤギに草やりなど、動物ふれあい牧場体験と食育！
小学 ２年生～中学 ３年生

ふれあい
コース

８/１７ （火） ～ １９ （木）

３６,４００円

募集人員４０名
発着

２泊３日（テント1泊「たかやま牧場」、ロッジ1泊「八王子姫木自然の家」） 春日井

赤池
栄

長野県小県郡長和町（鷹山ファミリー牧場）

のりかたを おしえて
もらいながら、 おとなしい
おうまと さんぽ！

だれの むしが
いちばんつよいかな？
きょだいトラクターへの
じょうしゃは だいはくりょく！
こんちゅうの たつじんに
むしとりの コツを おしえてもらおう !

乗馬など動物ふれあい牧場体験、高原野菜収穫、
バーベキュー、キャンプファイヤー、星空観察など

お土産：クワガタ

昆虫採集ハイキング、昆虫すもう大会、
達人の昆虫話、ファミリーパークで遊具遊びなど

【食育メニュー】

たくさん しぼれると たのしいね！
ぎゅうにゅうで バターをつくって みんなで
じゃがバターを たべよう！

収穫野菜でバーベキュー、牧場牛乳、バター作り

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。主に春・夏・冬休みに活動しています。
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。

後 援

愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、愛知県：名古屋市教育委員会、あま市教育委員会、大治市教育委員会、春日井市教育委員会、北名古屋市教育委員会、
尾張旭市教育委員会、清須市教育委員会、瀬戸市教育委員会、東郷町教育委員会、豊明市教育委員会、豊田市教育委員会、長久手市教育委員会、日進市教育委員会、
みよし市教育委員会、長野県：大町市教育委員会、長和町教育委員会、白馬村教育委員会、岐阜県：岐阜市教育委員会、高山市教育委員会、郡上市教育委員会、
関市教育委員会、三重県：津市教育委員会、中京テレビ放送（株）、読売新聞中部支社、ＴＳＢテレビ信州（順不同） ※一部申請中

夏休み自然体験教室主催：特定非営利活動法人スクスクスクール

旅行企画手配：株式会社中部キャラバン 名古屋市名東区上社二丁目172番地

愛知県知事登録旅行業 第2-882号 旅行業務取扱管理者 林 英ニ郎

運行バス：帝産観光バス・名古屋バス・鯱バス・名鉄バス・オーワ観光バス（予定） 生活指導：日本レクリエーションアカデミー（J.R.A） 商品協賛：㈱アサンテ 飲料協賛：活命茶 [ 中北薬品㈱ ]
募集金額の一部を学生ボランティア団体の育成費用と、NPO法人への寄付金とさせていただきます。スクスクスクール は登録商標です。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認ください。

®

H 白馬アルプスアスレチックキャンプ B ひだ荘川一色の森キャンプ＆シャワークライミング
はくば

キャンプレベル

しょうかわ いっしき

きた

すず

しぜん

なか

たの

北アルプスの涼しい自然の中で、アウトドア・アクティビティを楽しもう！
小学 ２年生～中学 ３年生

アスレチック
コース

８/２８（土）～３０（月）

３６,９００円

キャンプレベル

募集人員４０名
春日井

発着

栄

２泊３日（テント１泊「Hakuba47」、ペンション１泊「マリオネット」「アンデルセン」他 ）

わだいの
ジップラインで
くうちゅう さんぽ！

にゅうもん

たの

やがい たいけん

小学 １年生～中学 ３年生

赤池

発着

２泊３日（バンガロー１泊「一色の森」、民宿１泊「忠一郎」） 春日井

栄

岐阜県高山市荘川町（一色の森キャンプ場）、郡上市（明宝ハム工場）
食育指導 ： 清水直喜 氏

きょうりょくして つくろう！
じぶんたちで つくってたべるのは
たのしくて おいしいね

ツリートレッキングで
２８アイテムもの
アスレチックがたのしめる！

こうじょうけんがく

募集人員３５名

８/１ （日） ～ ３ （火）

３６,９００円

長野県北安曇郡白馬村（Hakuba47マウンテンスポーツパーク）
大町市常盤（国営アルプスあづみの公園）

ふわふわドームや
ロングそりすべりもできるよ！
いろいろな ゆうぐで あそぼう

みんしゅく

バンガロー・民宿で、キャンプ入門の楽しい野外体験と工場見学！

入門
コース

赤池

もり

できたばかりの
めいほうハムを たべよう！

しつないの あそびばも
たのしめる！ おばけやしきも！

お土産：トウモロコシ・じゃがいも

ツリートレッキングなどアスレチック体験、バーベキュー、
ゴンドラ乗車、キャンプファイヤー、星空観察など

シャワークライミング、明宝ハム工場見学＆試食、
トウモロコシ収穫、野外炊飯、星空観察など

【食育メニュー】

【食育メニュー】

地元食材バーベキュー、長野県名産の野沢菜漬物

E

こうか

かわ

しぜん

地元食材カレー、朴葉めし、明宝ハム特製弁当

さわ

まな

川や沢をシャワークライミングで学ぼう！
なか

みず

なが

せいぶつ

たいかん

たの

D 自分だけの食器をつくろう！
じぶん

日帰り
コース

まな

ねんど

高賀の自然の中で、水の流れや生物について体感しながら楽しく学ぼう！
小学 ２ 年生～中学 ３ 年生

なつのかわは つめたくて きもちいい！
やがいたいけんを めいっぱい たのしんで、
このなつの おもいでを つくろう！

募集人員４０名

８/１１（水） 岐阜県関市洞戸（高賀川、高賀神社） １３,９００円

発着

ゆの

えつ

たの

小学 ２ 年生～中学 ３ 年生

赤池

募集人員３０名

すきな えをかいて
おきにいりの しょっきをつくろう！

【食育メニュー】 名水！高賀の森水

【食育メニュー】 抹茶、季節の生菓子

バス発着（集合・解散）場所
赤池

はぐく

発着

公共交通機関利用

藤が丘駅 もしくは
現地集合・解散

体験指導 ： 美術館学芸員

作品窯焼き後（約1ヵ月）、ご自宅へ発送致します。

手回しロクロで作陶、湯呑みに絵付け、茶道体験など

赤池駅北・日進赤池郵便局向かい側

コース

わしつで
まっちゃをのもう

シャワークライミング、妖怪さるとらへびを探せなど

豊田

そうぞうりょく

８/９（月） 愛知県瀬戸市南山口町（愛知県陶磁美術館） ７,８００円

栄

かわや さわを
のぼったり すべりおりて
ぜんしんで たのしもう！
おにぎり弁当（昼食）付き

愛知環状鉄道 新豊田駅東側ロータリー

リニモで行く！ 日帰り

粘土からお皿作り・湯呑みの絵付けで、モノづくりを楽しんで創造力を育もう！

体験指導 ： 篠田昌孝 氏

じもとの でんせつを
まなぼう！

さら づく

しょっき

●時間は確定書面にてご連絡いたします。 集合が 7 ： 00 ～ 10 ： 00、
お迎えが 16 ： 30 ～ 20 ： 00 予定です。
●発着場所はコースごとに異なりますのでご注意ください。
●天候 ・ 道路状況により時間が前後する場合があります。
●参加者の応募状況によって集合場所の変更や追加、 公共交通機関
やタクシー、事務局車両を使って最寄りの集合場所まで移動（交通費
は参加費に含む ※D コースを除く） することをお願いする場合があり
ます。 その場合でも、 集合場所からスタッフが同行します。

春日井

春日井市役所 正面玄関前

栄

テレビ塔西側・CTV錦ビル前

オンライン写真展

※交通費
実費負担

共通インフォメーション

自然体験教室を開催後、 当方にて撮影した現地の写真をご購入いただける 「オンライン写真展」 を
行います。 写真は、 データまたはカラープリント （Ｌ判など） にてお求めいただけます。
LINE （メール） にてご案内致しますので、 参加後もスクスクスクールからのお知らせをご確認ください。

■最少催行人員 / 各コース２５名。 ■添乗員 / 無 （事務局員が同行致します。）
■食事 （初日の昼はお弁当持参） / ２泊３日コース ： 朝２・昼２・夜２。 １泊２日コース ： 朝１・昼１・夜１。
日帰りコース ： 《E コース》 昼１（お弁当） 付き。 《D コース》 昼食はお弁当持参。

※「フォトレコ」という写真販売サービスを利用致します。ご購入には無料会員登録が必要となります。
※例年「参加者交流ふれあい会」を開催し、忘れ物コーナーや抽選会、ご意見の受付を行っておりましたが、
新型コロナウイルスの影響にて現在開催を見送らせていただいております。

※参加費に含まれるもの（一部日帰り除く） / 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、政府および自治体の要請、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。

新型コロナウイルスに対する取り組み・スクスクスクールの体制等については、ホームページにてご確認をお願いします。

お申し込み / お問い合わせのながれ
その１

※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。

スクスクスクールの
LINE アカウントからお申し込み・お問い合わせ

スクスクスクールのお申し込み ・ お問い合わせの受付や、 コース実施中の連絡
は基本的に LINE で行いますので、 ご登録をお願い致します。
①左の QR コードを読み込み、 LINE にて友達追加をしてください。
（ID検索 ： @801gmvma）

②「お申し込みはこちら」 から、 必要情報をご入力ください。
③「コース名」 と 「お子様の名前」 を、 LINE でお送りください。
●お問い合わせは、 LINE にて直接メッセージを送信してください。
なお、 回答には 3 営業日ほどお時間をいただく場合がございます。
●今回のコースに参加されない方でも、 スクスクスクールのお泊り・日帰り企画の
案内などをいち早くお知らせしておりますので、 ぜひご登録ください。

その２

ホームページからお申し込み（その後、LINE またはメール・電話対応）

ホームページへアクセスし、 お申し込みページより必要事項をご入力ください。
入力内容を送信後、 左記 LINE の①～③をお願い致します。 LINE をご利用でない場合は、 メール ・ 電話
にてやり取りを行います。 メールをご希望の場合は、 必ず迷惑メール防止機能の受信設定をお願いします。

スクスクスクール

自然体験

で 検索

https://shizen.sukusuku-school.com

その３

●迷惑メール防止機能の受信設定ドメイン
「@sukusuku-school.com」

電話でお申し込み（インターネットの利用が難しい方）
・お問い合わせ

右記の連絡先へお電話ください。
●NPO法人 スクスクスクール事務局
担当者が、 参加に必要な情報をお伺い致します。
※書類の返送費用はお客様負担となります。
《新事務所》〒468-0015 愛知県名古屋市天白区原 2-3414-1F

052-808-3833

事務所移転に
伴い電話番号が
【対応時間】平日10：00～17：00（土・日・祝日休業） 変わりました！

