
今年の上級コースは
家でも使えるサバイ
バルキッドを作って
お土産にしよう！

日帰り日帰り日帰り日帰り

ウォーターガン・バトル
泥星人バトル　
泥んこダイビング
ツリーアドベンチャー
グラススライダー

Ａ．おもいきり
ガキ大将 アドベンチャー

高速ジェット船　乗船
イカダチャレンジ
イソガニハンティング
磯のミクロアドベンチャー
昼食（流しソーメン＆フルーツ）
海のフィールドアスレチック

　   わくわく 
  シー アドベンチャー

　   わくわく 
  シー アドベンチャー

　   わくわく 
  シー アドベンチャー

Ｂ．Ｂ．Ｂ．

<プログラム>

Ｃ．Ｃ．Ｃ．どきどき リバー アドベンチャーどきどき リバー アドベンチャーどきどき リバー アドベンチャー

<プログラム>

Ｅ．Ｅ．Ｅ．  ほのぼの   
  アース アドベンチャー

  ほのぼの   
  アース アドベンチャー

  ほのぼの   
  アース アドベンチャー

海の秘宝 キャンプ海の秘宝 キャンプ海の秘宝 キャンプＦ．Ｆ．Ｆ．

＜２日目＞

シーカヤックｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ
シュノーケリング
昼食（流しソーメン＆フルーツ）
イルカなぜなに教室
イルカウォッチング

Ｇ．川の秘宝 キャンプＧ．川の秘宝 キャンプＧ．川の秘宝 キャンプ

石がまピザ作り、森のスイーツ作り
シュノーケリング
ロックダイビング
おもしろクラフト教室

＜１日目＞

シャワークライミング
激流イカダ作り
ＢＢＱパーティー
キャンプファイヤー

Ｈ．山の秘宝 キャンプＨ．山の秘宝 キャンプＨ．山の秘宝 キャンプ

＜１日目＞

シャワークライミング
ロックダイビング
ナイトアニマルウォッチング
あさけサマーカーニバル
（屋台めぐり）
花火大会

＜２日目＞

魚つかみチャレンジ
スイカ割り大会
森のミクロアドベンチャー
ｳｫｰﾀｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ

＜１日目＞

お魚市場リサーチ
珍魚ﾌｨｯｼﾝｸﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ
シーサイドバーベキュー
オリジナルわな作り
ナイトフィッシング

＜２日目＞

早朝フィッシング
海水浴
磯のミクロアドベンチャー
フィッシング王 決定戦
お魚ビンゴ

Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．深海の秘宝 キャンプ深海の秘宝 キャンプ深海の秘宝 キャンプ

＜１日目＞

九頭竜川アドベンチャー
火起しチャレンジ
恐竜骨付肉バーベキュー
恐竜ﾌｧｲﾔｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

１泊１泊１泊１泊 Ｌ．若狭ワイルドマリン キャンプＬ．若狭ワイルドマリン キャンプＬ．若狭ワイルドマリン キャンプ

<プログラム>

Ａ．おもいきり
ガキ大将 アドベンチャー

Ａ．おもいきり
ガキ大将 アドベンチャー

　高速ジェット船で「海の遊び
王国 日間賀島」に行くぞ～！
まずは海にドボ～ン！みんなで
イカダを作って、シーカヤックと
競争だ。
それから「岩場のミクロの世界」
を探検するよ！お昼は、
冷やり流しソーメンでパワー
充電だ～!
　

グラススライダー

ウォーターガン・バトル

泥星人バトル

<プログラム>

　川遊びの好きな子、集まれ～！
ヘルメットやライフジャケットを着
けて、川を下る「キャニオニング」
にチャレンジだ！天然スライダー 
や 巨岩からのダイビングに挑戦して
“自信”をつけよう！お昼は、川魚を
捕まえて丸ごと一匹食べちゃおう！

        はらはら 
ダンジョン アドベンチャー

        はらはら 
ダンジョン アドベンチャー

        はらはら 
ダンジョン アドベンチャー

Ｄ．Ｄ．Ｄ．

海の環境学習
ウミガメ放流体験
巨大スクリーン上映会
中田島砂丘ウォーク
水族館見学

＜プログラム＞

　どうして産卵の時に母ガメは涙を流すのか…？
「ウミガメの不思議」を学びに行こう！ 
みんなで赤ちゃんを太平洋に返してあげよう！
それから、
お魚タッチ や
 海のクイズ
   ラリーで、
今年の夏
は「海の生
き物博士」
になろう！

 イカダチャレンジ

イソガニハンティング

流しソーメン

洞窟アドベンチャー

ウミガメ放流体験

　さあ、夏休み、
昔の「ガキ大将」に
なって山 や 池 や
 泥んこ田んぼ を駆け巡ろう！まずは、大草原のグラス
スライダーで遊ぶぞ～！汗を一杯かいたら「ウォーター
ガン・バトル」。先生たちと射的トレーニングをして、泥星
人と対決だ！“勝利”のために作戦を考えよう！

   みんな、森に囲まれた清流で２日間遊ぼう！みんな
で協力激流イカダ作りに挑戦だ！それから滝を登るシャ
ワークライミング。川魚を観ようシュノーケリング。
夜はＢＢＱやキャンプファイヤー。次の日は、森の木陰
でお洒落なクラフト や 美味しいスイーツ作り。

シーカヤックアドベンチャー

イルカウォッチング

激流イカダ作り

森のスイーツ作り

　みんな、野生動物の宝庫 鈴鹿山脈で２日間遊ぼう！
昼は、激流を登るシャワークライミングや川魚つかみ。
それからタモを持ってウォーターモンスターを探すぞ！
夜は、あさけサマーカーニバル。金魚すくいや射的に
丸太ボーリング。かき氷などの美味しい屋台の食べ歩き
もできるぞ！最後はみんなで花火大会だ～！

ウォーターモンスター
ハンティング

 　夏はやっぱり海釣りだよね！サカナ君が案内する
お魚市場で魚の名前を覚えて、海にレッツゴー！
おやおや「珍しい魚」が釣れちゃった。エイや
アイゴなど「危険な魚」は触らないでね！
夜もわな仕掛け や ナイトフィッシングでワクワク！　

珍魚フィッシング

　　　　　　　　　  みんな、福井県の九頭竜川で恐竜の化石を
                           発掘しよう！夜は、原始的火起しでＢＢＱや
                                                   キャンプファイヤーに挑戦だ！
                                                                  　次の日は、福井県
                                                                  恐竜博物館で
                                                                  トリケラトプスなど
                                                                  の巨大映像 や 恐竜
                                                                  クイズに答えて
                                                                  キミも「恐竜博士」。
　

＜２日目＞

恐竜博物館 見学
恐竜の化石発掘 体験
恐竜博士クイズラリー
恐竜クラフト教室
おみやげタイム

恐竜の化石発掘体験

恐竜骨付肉ＢＢＱ

Ｊ．太古の秘宝 キャンプＪ．太古の秘宝 キャンプＪ．太古の秘宝 キャンプ

Ｋ．忍者の秘宝 キャンプＫ．忍者の秘宝 キャンプＫ．忍者の秘宝 キャンプ
本物の忍者服に

着替えるぞ！本物の忍者服に

着替えるぞ！

空飛ぶ忍者修行

＜１日目＞

忍者修行
  (石垣登り・綱渡り・水蜘蛛）
手裏剣チャレンジ
火祭り

＜２日目＞

忍びチャレンジ
  （巻物争奪ミッション）
空飛ぶ忍者修行
  （スカイアドベンチャー）

２泊２泊２泊２泊

大人気

　　ツアー！大人気

　　ツアー！大人気

　　ツアー！

  マリンボーイ、集まれ！ゆったり3日間、若狭の海を満喫するぞ～！

みんなで丸太イカダを作って旗を揚げ、日本海へ出発だ～！途中でシ

ュノーケルできれいな魚・珍しい魚を見よう！サザエやアワビもいる

かな？それから、コースに分かれ、シーカヤックやグラスボートで神

秘的な洞窟探検や磯の生き物ハンティングをしよう！

　今年は忘れられない夏休みになるはず！

　　海水浴　シュノーケリング　 イカダ作り　
　　タライボートチャレンジ　キャンプファイヤー　
　　スポーツ大会　
    

海の洞窟探検ツアー<プログラム>

シュノーケリング

磯の生物
   ウォッチング

海水浴
いかだ作り 

Ｍ．Ｍ．Ｍ．無人島 サバイバル キャンプ無人島 サバイバル キャンプ

現代の子どもたちが求めるものが
今、ここにある！

≪活動例としては…？≫
　ねぐら作り、海の食材探し、空き
　缶わたあめ作り、火起こし、サバ
　イバルクッキング、シュノーケリ
　ング、三河湾火祭り、フィッシング　など

≪活動例としては…・？≫
　真水作り、塩作り、竹の炊飯器作り、
　箸作り、食べられる魚・貝探し、
　保存食・干物作り・サランラップで
　火起こしﾁｬﾚﾝｼﾞ　など

日帰り日帰り日帰り日帰り

日帰り日帰り日帰り日帰り

日帰り日帰り日帰り日帰り

日帰り日帰り日帰り日帰り

１泊１泊１泊１泊１泊１泊１泊１泊 １泊１泊１泊１泊 １泊１泊１泊１泊 １泊１泊１泊１泊

１泊１泊１泊１泊 ２泊２泊２泊２泊無人島 サバイバル キャンプ

テント作りサバイバルクッキング

    みんな、「イルカ王国 日間賀島」で２日間
 遊ぼう！まずはシュノーケルで岩場のお魚探索！
 それから「○本足のタコ」をつかみ、夕食の
 カレーに丸ごと入れるぞ！
   夜のファイヤー  や ナイトウォーク
 の後は、 民宿で快眠だ～！
    次の日は、イルカなぜなに教室の
  後、間近でイルカを見てみよう！

民
宿
に

泊
ま
る
よ

＜１日目＞

水中スコープｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ
タコつかみどり
タコカレー作り
海の家でお買い物タイム
キャンプファイヤー

　みんな、本物の忍者がいた場所、甲賀で忍者に変身しよう！
本物の忍者になるためには「修行」が必要だ！石垣登り、綱
渡り、水蜘蛛、手裏剣にも挑戦だ！一人前の忍者になったら、
今話題の、スカイアドベンチャーで空を飛ぶぞ！

　

水蜘蛛修行 手裏剣ﾁｬﾚﾝｼﾞ

今
、

大
人
気
！

今
、

大
人
気
！

さあ、君は初級・上級コースのどちらを選ぶ？

　ナイトアニマル
  ウォッチング

　 ベース基地にたくさんの
用具があるので、必要な物を
選んで３日間生きのびるコース。
わからないことは先生と考えてね！

<初級 コース> <上級 コース>

　与えられる物は、ロープ
１本、ブルーシート、ナイフ、
マッチ5本、釣り針で３日間
生きのびる超難関コース。
体力・知力・気力が試される
「生きる力」養成コース。

大好評
大好評
大好評
大好評
大好評
大好評

昨年、満員御礼！

昨年、満員御礼！

昨年、満員御礼！

シャワークライミング

＜２日目＞

キャンプファイヤー

水族館見学

食品サンプル作り
洞窟アドベンチャー
コウモリウォッチング
グラススライダー
マンモス退治ア－チェリー
原始的火起こし
　　　　　

食品サンプル作り

森の夏祭り

アーチェリー・火おこし体験

今年の上級コースは、家で
も使える「サバイバルキッド」
を作ってお土産にしよう！

今年の上級コースは、家で
も使える「サバイバルキッド」
を作ってお土産にしよう！

空き缶
　ご飯作り

　　
    ４年生～ → シーカヤック・海の洞窟探検ツアー
　　～３年生 → グラスボート・磯の生物ウォッチング　　　

キャニオニング
リバーアドベンチャー
魚つかみチャレンジ
昼食（川魚＆お弁当）
ロックダイビング
川のミクロアドベンチャー
滝のロッククライミング

キャニオニング

滝のロッククライミング

　山遊びの好きな子、集まれ～！森の中
の洞窟探検に行くぞ！巨大な滝の水しぶ
きは天然クーラー！超音波を出して昆虫
を捕まえるコウモリに出会えるかな？縄
文時代の火起こしやマ
ンモス退治アーチェリ
ーもあるよ！それから、
食品サンプル館で、「
本物探しクイズ」やお
土産作りをしよう！君
はどんなスイーツにす
る？

魚つかみチャレンジ

2017オレンジキッズ夏休みツアー2017オレンジキッズ夏休みツアー


