
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。
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。

ほおのき平スキー場ほおのき平スキー場
岐阜県高山市丹生川町岐阜県高山市丹生川町 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）

宿泊先： 「あるぺん」「しゃくなげ」 「たうえ荘」他同等クラスの宿泊施設

●少人数制のスキー・スノーボードレッスン　　●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（B・C・Dコース）　　●冬の星空観察（晴天時のみ）　　●お宿でレクリエーション

【プログラム】

小学１年生～中学３年生小学１年生～中学３年生 〈 レッスン２回 〉〈 レッスン２回 〉

《募集定員４０名》 （レンタル・リフト代 別）

スキースキー
２０２１年 １２月２６日（日）～２７日（月）　１泊２日

A
栄発着

３２，８００円

小学１年生～中学３年生小学１年生～中学３年生

《募集定員４０名》 （レンタル・リフト代 別）

スキースキー
２０２２年 １月４日（火）～６日（木）　２泊３日

D
赤池 栄発着

４３，８００円
〈 レッスン４回 〉〈 レッスン４回 〉

小学１年生～中学３年生小学１年生～中学３年生

《募集定員４０名》 （レンタル・リフト代 別）

スキースキー
２０２２年 １月８日（土）～９日（日）　１泊２日

E
栄発着

３２，８００円
〈 レッスン２回 〉〈 レッスン２回 〉

【B】小学３年生～中学３年生　【C】小学１年生～中学３年生【B】小学３年生～中学３年生　【C】小学１年生～中学３年生

《募集定員８０名…Bコース２０名、Cコース６０名》 （レンタル・リフト代 別）

２０２１年 １２月２８日（火）～３０日（木）　２泊３日
スノーボードスノーボードB
スキースキーC

赤池 栄 春日井浄水発着 ４３，８００円
〈 レッスン４回 〉〈 レッスン４回 〉

【カウンセラー】 【カウンセラー】 【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（日本レクリエーションアカデミー）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8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】 【事務局員】 【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」「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

冬を楽しもう！冬を楽しもう！

スクスクスクール  自然体験教室   　 で
https://shizen.sukusuku-school.com

検索

冬休み

※写真は全てイメージです。※写真は全てイメージです。

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。第46回第46回

2021年～2022年2021年～2022年



自然体験教室を行うにあたり、 政府 ・ 厚生労働省の指針である 「新しい生活様式」 及び実施地域 ・ 関係団体の実施ガイドライン、
更には感染症学会や小児科学会などの各種提言を参考に、 感染症対策を十分に配慮し、 3 密回避を徹底して活動を行います。

参加可否の判断
受付時に体調チェックシートを提
出いただき、 その場で検温を実施。
シートの内容及び検温結果に基づ
いて参加の可否の判断を致します。

スタッフ
全スタッフは着用にリスクがある場
合を除き、マスク着用を徹底します。
期間中に発熱 ・ 感染疑いが確認
された場合は即時隔離いたします。

バスに乗り込む際には手指を消毒
し、 運行時はエアコンによる外気
導入、休憩時にはドア開放、 窓開け
等の車内換気を行います。

バス 施設利用
施設の換気設備やレイアウトを考慮
し、 ソーシャルディスタンスを確保し
て利用します。 また、 施設が実施
する感染対策や指針を遵守します。

健康管理
1 日に数回、 健康チェック・検温 ・
手洗い・うがい・アルコール消毒を
実施し、 お子様に安心して楽しん
でいただけるよう努めます。

食事
事前の手洗い・うがい・消毒を徹底
し、 配膳などで密接・ 密集しない
よう努めます。 おやつを含め、 交換
などは行いません。

新型コロナウイルスに関する取り組みについて

お申し込みのながれ / お問い合わせ先お申し込みのながれ / お問い合わせ先 ※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。

《ホームページ》　https://shizen.sukusuku-school.com
①「お申込み」 ページから、 必要事項をご入力のうえコース申込み。
②自動返信メールにて入力内容の確認。 　※メールが届いていない方は迷惑メールフォルダをご確認下さい。
③内容確認後、 以下対応の実施。
　●LINE アカウントをお持ちの方は、 お客様情報の連携が必要となるため必ず下記作業をお願いします。
　  １） スクスクスクール公式アカウントの友達追加 【ID 検索 ： @808gmvma】
　  ２） 必ずトーク画面にて 「お申込みコース （アルファベット）」 と 「参加されるお子様のお名前」 をお送りください。
　  ３） 事務局より 【仮予約完了 or キャンセル待ち】 のご連絡を差し上げます。
　●メールでご連絡の方
　  事務局より 【仮予約完了 or キャンセル待ち】 のご連絡を差し上げます。 　当法人からのメールは 「@sukusuku-school.com」 ドメインから届きます。
　  「@sukusuku-school.com」 ドメインからのメールを受信できるよう、 迷惑メール防止設定を解除していただくか、 弊社ドメインを受信ドメインのリストに追加してください。

ホームページの 「よくある質問」 ページにも申し込み方法の記載がございます。

ホームページからお申し込み（その後、LINEまたはメール）
●NPO法人  スクスクスクール事務局

052-808-3833
【対応時間】
月・火・水・金  １０：００～１７：００
（木・土・日・祝日
  ・年末年始１２/３０～１/４は休業）

《事務所》　〒４６８-００１５  愛知県名古屋市天白区原２-３４１４-１F

お問い合わせ

スクスクスクール  自然体験教室   　 で
https://shizen.sukusuku-school.com

検索

■最少催行人員 / Ａ・Ｃ・Ｄ・Ｅコース３０名　Ｂコース１５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
※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、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。

共通インフォメーション

レンタルは 事前予約制 です。 コース申込み時にご申告ください。
レンタル代金は参加費ご入金後、ご案内させて頂きます。

ー   レン タ ル 料 金   ー

スキーヘルメットは、ニット帽子で代用可。

３，５００円

４，５００円

ー

４，５００円

１，５００円

２，０００円

１泊２日コース

２泊３日コース

スキーセット
（板・靴・ストック） （ボード・靴） （ゴーグル・手袋２組 

・ヘルメット）

小物セットスノーボードセット
（上下）

スキーウェア

２，５００円

３，５００円B C D

A E

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。
※「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。

オンライン写真展

テレビ塔西側・CTV錦ビル前
栄

赤池駅北・日進赤池郵便局向かい側
赤池

名鉄豊田線「浄水駅」駅前広場 自動販売機前
浄水

春日井市役所  正面玄関前
春日井

バス発着（集合・解散）場所バス発着（集合・解散）場所 ●時間は 「コース出発前のご案内」 にてご連絡いたします。
　集合が 7 ： 30 ～ 9 ： 30、　お迎えが 17 ： 30 ～ 19 ： 30 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 ） 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。

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、豊田市教育委員会、みよし市教育委員会、東郷町教育委員会、
岐阜県：高山市教育委員会、中京テレビ放送（株） （順不同）

後 

援

※１１月中旬頃にホームページアップ予定となります。春コース予定春コース予定
【 F 】 ほおのき平スプリングスキー【 F 】 ほおのき平スプリングスキー 【 G 】 Hakuba47 ウィンタースポーツパークスキー【 G 】 Hakuba47 ウィンタースポーツパークスキー

２０２２年 ２月１１日（金）～１２日（土）　１泊２日 ２０２２年 ３月２８日（月）～３１日（木）　３泊４日

運行バス：ワールド交通・鯱バス・帝産観光バス・名古屋観光バス・名阪近鉄バス・日タク観光バス（予定）　生活指導：日本レクリエーションアカデミー（J.R.A）　飲料協賛：活命茶
　　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　(冬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

募集金額の一部は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。

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

※1  技術レベルにより、入門・初級・初中級・中級・中上級に班分けします。

現地スキー学校インストラクター
（SAJ指導者中心）による

充実のレッスン！
たっぷり滑って上達できます。

Point-１
初めて～中上級の子まで

個人の滑走技術レベルに応じて
少人数制のレッスン！

短期間での上達が見込めます。

Point-２ ※１

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

付き添ってサポートするので安心！

Point-３
最終日に技術の上達を示す

「成長記録表」をお渡し致します！
自分の成長を実感できます。

Point-４


