2022年

夏休 み

小・中学生対象児童教育事業

第4７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。

《Goto トラベル再開について》

６月１日（水）10:00～ 一斉募集開始！！

Goto トラベル再開発表後、 キャンペーン対象となる
コースについては、 準備が整い次第、 ご予約のお客
様へ案内し、 参加条件等を承諾 ・ 遵守いただけまし
たら、再開後の割引ルールに基づき適用する予定です。
※コースの写真は全てイメージです。

A ひだ荘川初めてのお泊まり体験 B
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民宿で泊まる、初めてのお泊まり体験。少人数制で初めてでも安心なコース

お泊り体験
コース

２６,８００円

小学 １年生～小学 ２年生

募集人員３５名

７/２３ （土） ～ ２４ （日）

栄

発着

１泊２日（民宿「忠一郎」）

岐阜県高山市荘川町（一色地区、一色の森キャンプ場）

はくば

白馬アルパインアドベンチャーキャンプ

きた

だいしぜん

からだ

４１,８００円

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

【食育メニュー】

バームクーヘン作り、朴葉（ほうば）めし

地元食材バーベキュー、長野県名産の野沢菜漬物

シャワークライミング
＆クワガタ・カブトムシの森林探検隊
しんりん たんけんたい

こんちゅうさいしゅう

かくぶんや

まな

シャワークライミング、昆虫採集の、各分野のプロに学ぶコース
小学 ２年生～中学 ３年生

８/５ （金） ～ ６ （土）

２５,８００円

募集人員４０名
発着

赤池
栄

１泊２日（ロッジ「関市立中池自然の家」）

岐阜県岐阜市（くわがた村）・関市（中池自然の家）

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！

シャワークライミング指導 ： 篠田昌孝 氏、 昆虫指導 ： 野平英一郎 氏

D 郡上・現役ハンターから学ぶ猟師体験
ぐじょう げんえき

キャンプレベル

ながらがわ

りんせつ

しぜん ゆた

こんちゅうの たつじんから
むしとりの コツを まなぼう !

かわ

まな

りょうし たいけん

もり

やがい

たいけん

長良川に隣接した 自然豊かな川と森での野外体験コ－ス

野山体験
コース

３６,９００円

小学 ２年生～中学 ３年生

８/８ （月） ～ １０ （水）

２泊３日（バンガロー「郡上八幡自然園」）

募集人員４０名
発着

赤池
栄

岐阜県郡上市八幡町（郡上八幡自然園）、明宝地区（明宝ハム工場）

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

だれの むしが
いちばん
つよいかな？

お土産：クワガタ

２８アイテムもの
アスレチックがたのしめる！

しつないの あそびばも
たのしめる！ おばけやしきも！

【食育メニュー】

自然探検
コース

栄

春日井

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）

キャンプファイヤー、アルパインアドベンチャー、
ゴンドラ乗車、星空観察、あずみの公園ハイキングなど

キャンプレベル

募集人員４０名
発着

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 ）

お友達作り、川遊び、ナイトハイキング、ジャガイモ掘り、
レクリエーション大会、トウモロコシ収穫、など

C

やがい たいけん

８/１（月）～３（水）

わだいの
ジップラインで
くうちゅう さんぽ！
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：ジャガイモ・トウモロコシ

うご

小学 ３年生～中学 ３年生

アスレチック
コース

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

なか

北アルプスの大自然の中で、体を動かしながら野外体験＆キャンプコース

キャンプレベル

猟師体験 ： 現役猟師
げんえきハンターが でんじゅ！
しゃげきたいけんで マトに
あてられるかな？

できたばかりの
めいほうハムを たべよう！

シャワークライミング、昆虫採集ハイキング、
昆虫すもう大会、昆虫の達人による講話など

猟師体験（射撃、わな作り、火起こし）、プール遊び、
明宝ハム工場見学、キャンプファイヤー、野外炊飯など

【食育メニュー】
名水「高賀の森水」

【食育メニュー】

奥美濃カレー作り、鹿肉フランク、明宝ハム特製弁当

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、 少人数の班編成となります。 カウンセラー 1 名が見るお子様が少なくなるため、 より丁寧な対応が可能です。
後 援

愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、三重県教育委員会、長野県教育委員会、愛知県：名古屋市教育委員会、春日井市教育委員会、東郷町教育委員会、
長野県：白馬村教育委員会、長和町教育委員会、大町市教育委員会、岐阜県：岐阜市教育委員会、関市教育委員会、高山市教育委員会、郡上市教育委員会、
三重県：津市教育委員会、中京テレビ放送（株）、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、鯱バス、名鉄観光バス、愛知バス、名古屋バス
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。

®

E 信州・牧場ふれあいキャンプ F
しんしゅう

キャンプレベル

どうぶつ

ぼくじょう

ぼくじょう たいけん

しょくいく

動物とのふれあい牧場体験と食育のキャンプコース
小学 ２年生～中学 ３年生

ふれあい
コース

募集人員４０名

８/１６ （火） ～ １８ （木）

３８,９００円

キャンプレベル

発着

栄

長野県小県郡長和町（鷹山ファミリー牧場）

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

しょくいくたいけん

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食育体験コース
小学 ２年生～中学 ３年生

大人気
コース

春日井

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」）

みすぎ

募集人員４０名

８/２４（水）～２６（金）

４１,９００円

赤池
栄

三重県津市（美杉ビレッジ・ウォーターパーク）、松阪市（みえこどもの城）
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！

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！

発着

２泊３日（ホテル「美杉リゾートホテルＡＮＮＥＸ」）

ながれるプールや
ウォータースライダーを
たのしもう！

おともだちと
いっしょにうきわにのって
すべろう！

きょだいトラクターへの
じょうしゃは だいはくりょく！

お土産：手作りパン・クラフト作品

乗馬など動物ふれあい体験、高原野菜収穫、
キャンプファイヤー、星空観察など
【食育メニュー】

プール遊び、パン作り教室、クラフト自然工作、
火の谷温泉入浴、星空観察、ミニ運動会など

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！

【食育メニュー】

収穫野菜でバーベキュー、牧場牛乳、バター作り

パン作り、ビュッフェ体験（朝食・夕食）

バス発着（集合・解散）場所
春日井

春日井市役所 正面玄関前

赤池

赤池駅北 日進赤池郵便局ポスト横

栄

テレビ塔西側・CTV錦ビル前
オンライン写真展

●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 8 ： 00 ～ 9 ： 00、 お迎えが 17 ： 00 ～ 19 ： 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 ） 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。

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。
※「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。

■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。
※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。

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。

基本方針 「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」

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！

出発から帰着までスクスクスクール事務局員が同行し、プログラム管理並びに安全管理に従事致します。
行程中に起きたお子様の発病（例・高熱）や、万が一の事故等の場合には応急処置を行い、保護者の方に
ご連絡の上、病院等へ引率同行致します。

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。

また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供たちと一緒に寝食を共にし、少人数グループ編成により24時間
体制でサポート致します。（バス1台当たり事務局員とレクリーダーのスタッフが8～10名同行引率致します。）

新型コロナウイルスに関する取り組みについて
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 バス
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。

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。

施設利用

健康管理

食事

スタッフ

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

1 日に数回、 健康チェック・ 検温 ・

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。

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。

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。

お申し込みのながれ / お問い合わせ先

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。

※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。

ホームページからお申し込み（その後、LINE またはメール）

お問い合わせ

《ホームページ》 https://shizen.sukusuku-school.com
●NPO法人 スクスクスクール事務局 【対応時間】
月・火・水・金 １０：００～１７：００
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。
（木・土・日・祝日
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。
・年末年始１２/３０～１/４は休業）
③内容確認後、 以下対応の実施。
《事務所》 〒４６８-００１５ 愛知県名古屋市天白区原２-３４１４-１F
●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。
スクスクスクール 自然体験教室
で 検索
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】
《ホームページ》 https://shizen.sukusuku-school.com
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リストに追加してください。

052-808-3833

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。

