
  2018オレンジキッズ・冬休みツアー 
日増しに秋の深まりを感じる頃となりました。ご家族の皆様には、益々ご清栄の

こととお慶び申し上げます。平素は、当日本冒険教育協会に格別なるご理解とご協

力を賜り、誠に有難うございます。 

 さて、今年も「2018 オレンジキッズ・冬休みツアー」が「雪山」という大自然を

ステージとして開催されます。当スクールでは、スノースポーツを「野外教育活動」

すなわち、「自然体験・生活体験、そして冒険体験」として捉え、それらの「直接体

験」を通してお子様の「心のゆたかさ・たくましさ」、「丈夫な身体」の育成を目指

しております。 

つきましては、この冬休みにお子様に是非「良い体験学習」ができる機会を与え

ていただきますよう、ここにご案内申し上げます。 
 

★４つの体験 と その効果とは…？ 
 ①自然体験 → 冬の夜空の星 や 雪の結晶、そして野生動物など、五感をつかって「自然の

不思議」に気づいたり、「自然の美しさ」 や そこでみんなで遊ぶ楽しさ を

体感して、「自然への優しい気持ち」を育てます。 

 ②社会体験 → 年上の子が年下の子を面倒みたり、班長としてみんなをまとめたり、仲間と

協力してひとつの課題を解決する“社会性”を育てます。 

 ③生活体験 → 「自分のことは自分でする」を基本に、食事や着替え、荷物整理などインス

トラクターが見守る中、「基本的生活習慣」を身につけます。 

④冒険体験 → 初めは「ハラハラドキドキ」するスキー・スノボー・スケートに挑戦するこ

とで、スピードコントロールやバランス感覚、反射神経などを養うと共に、

少しの困難でもあきらめない“たくましい心”を育てます。 

 

        ・「新しい友達もできたようです！」 

・「嫌いな野菜が少し食べれるようになりました！」 

・「一人で泊まれるようになりました！」 

・「荷物整理もひとりで頑張ったようです！」 

保護者の方の声 ・「スキーで自由に止まったり曲がれるようになりました！」 

 ・「班長になって先生のお手伝いをしたようです！」 

  

１．全コース初日に昼食が付きます！ 

  今まで保護者の方にお弁当を用意していただいておりましたが、「朝が早く、準備が大変!!」との声をい

ただき、全コースに初日の昼食のお弁当を準備させていただくことになりました。 

２．「思い出の写真集」を販売します！ 
ツアー中の様子を指導員が写真撮影し、ＣＤにたくさん納めてご提供させていただきます。ご希望の方は、

申込みフォームの「写真申込み」の欄にチェックを入れてお申込みください。 

（販売価格 １０８０円／枚：全体・グループ写真,スキーやイベントの写真） 
＊締切後の申込みは、別途手数料324円がかかります。また、郵送ご希望の方は、別途郵送料324円がかかります！ 

３．スキー・スノボ・スケートでは、オレンジキッズ技術検定 を実施します！ 
お子様の技術レベルをインストラクターがチェックし、合格者には「オレンジキッズ技術検定 認定書」

をお渡しします。５級から１級までと、お子様の今のスキルレベルが分かり、また、今後の自分の「目標」

ができて“やる気”が高まります。 

４．「きょうだい割引き」「ダブルツアー割引き」実施！ 
保護者の方からたくさんの声をいただき、今年のウィンタースクールも「きょうだい割引き」を実施させ

ていただきます。２人目の方から日帰りは500円、または宿泊は1000円割引きさせていただきます。 

また、一人で２つ以上ツアーに申込みされた方は、２つ目から同様に「ダブルツアー割引き」をさせてい

ただきます。 ＊「きょうだい割引き」と「ダブルツアー割引き」は併用できません。 

５．「イベントブログ」で、活動風景をご覧になれます！ 
ツアー中の様子を指導員が写真撮影し、随時ブログにアップさせていただきます。お子様方の表情 や 活

動内容などをリアルタイムでご覧いただけます。 

 

★各ツアーの詳細は、 

ホームページからご覧ください。 
「URL」                 「ＱＲコード」 

http://jaea-net.com/ 

 

  コ    ー    ス    名 会      場 日   程 対 象（★原則として） 定員 参   加   費 

Ａ 

日

帰

り 

すいすいスケート ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 邦和スポーツランド 12/15 ●▲   12/16 ■★ 年  長～小学６年 30名 特別会員 7,668円 一般会員  8,856円 

Ｂ ディズニー クリスマス ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ ディズニーサンタの森 12/22 ■★   12/23 ●▲ 年  少～小学６年 48名 特別会員8,316円 一般会員  9,396円 

Ｃ マリオの わくわく 雪遊び ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 

ヘブンスそのはら 

12/24 ●★ 12/25 ●▲ 12/26 ■★ 

12/27 ■★ 12/28 ●▲ 12/29 ●▲ 

12/30 ●▲  1/ 5 ■★  1/ 6 ■★ 

＊ＣＤ日程共通 

年  少～小学６年 48名 特別会員9,936円 一般会員 11,016円 

Ｄ ハラハラ モンスター追跡 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 年  長～小学６年 48名 特別会員9,936円 一般会員 11,016円 

Ｅ ドキドキマジカル  ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬ  ー 科学と魔法の館 12/15 ■★   12/16 ●▲ 年  少～小学６年 48名 特別会員8,316円 一般会員  9,396円 

Ｆ １

泊

２

日 

チャレンジお泊り・雪遊び 

駒ヶ根高原スキー場 

12/22・23 

12/24・25 

 1/ 5・ 6 

年  中～小学３年 32名 特別会員19,980円 一般会員 21,060円 

Ｇ チャレンジお泊り・スキー 年  中～小学３年 32名 特別会員23,868円 一般会員 24,948円 

Ｈ チャレンジリフト・ライディングスキー 小学１年～小学３年 32名 特別会員25,920円 一般会員  27,000円 

Ｉ 

２

泊

３

日 

ビギナースキーヤー 

白樺湖 

ロイヤルヒル 

スキー場 

12/28～30（全地区） 

年  中～小学２年 32名 特別会員34,020円 一般会員 35,100円 

Ｊ ベーシックスキーヤー 小学１年～中学３年 32名 特別会員35,100円 一般会員 36,180円 

Ｋ パラレルスキーヤー 小学２年～高校３年 32名 特別会員37,692円 一般会員 38,772円 

Ｌ Ｉ ＬＯＶＥ スノボー 小学３年～高校３年 32名 特別会員37,692円 一般会員 38,772円 

Ｍ 滑りたい放題（スキー or ボード） 小学３年～高校３年 16名 特別会員36,396円 一般会員 37,692円 

 ２泊スキー限定オプション ナイタースキー：２，１６０円（希望者） ＊中級者以上限定 レッスンはありません 

 
＊日程は、●愛知県 ■岐阜県 ★三重県 ▲静岡県 地区になります。日程でご都合が合わない場合は、一度ご相談ください！ 

＊Ａ～Ｆコースは、スキー板は使用しません。 雪遊び用の貸スノートレシューズ（ボア付長靴）は、Ｃコース・Ｄコース・Ｆコースが必要となります。（下記レンタル用品 参照） 

＊Ｍコース（＊スキー・スノーボード対応）は、全日程の１日券・半日券代として、７，２００円 が 別途必要となります。 

★スタッフ （公財）全日本スキー連盟、日本スノーボード協会、（公社）日本キャンプ協会、（公財）日本自然保護協会、（公財）日本レクリエーション協会、（特）日本赤十字社、その他、体育教諭・ 

      幼稚園教諭・保育士・天体観測指導者などの有資格者で、経験豊かなスタッフが責任をもって指導致します。 

★安全対策 現地医療機関と密なる連絡体制の下、スタッフが細心の注意を払って運営致しますが、万一事故・怪我の場合は、旅行傷害保険（入院2000円・通院1000円・死亡500万円）の範囲内に 

て対処させていただきます。（＊それ以上の補償をご希望の方は、ご相談に応じますので、別途お申し付けください。） 

 

〈申込方法     〉  

 １．インターネット へ接続（＊携帯電話 可） 「URL」   http://jaea-net.com/fs.htm 

                       「ＱＲコード」 
 

  「ウィンタースクール 申込みフォーム」より 

お申し込みください 

  

 ＊インターネットがご利用いただけない場合は、 

  直接お電話にてお申し込みください。 

 

２．参加案内書 の返送 

    １２月上旬に「持ち物一覧表・健康管理表・プログラム詳細（集合場所・時間）・郵

便振込用紙」など「案内書」を郵送します。 
    ＊出発日3日前までにお振込みがなされていない場合は、手数料540円が別途必要となります。 

 

〈交   通〉 大型・マイクロバス、またはワゴン ★集合・解散 指定20ヶ所 

 

〈集合・解散〉 お住まいの地域 及び その付近（＊一部、高速道路ＩＣ・主要幹線道路集合の場合あり） 

 

出
発
の 

締め切り２日後～22日

前 
10％ 

＊キャンセルの場合、左記のように「キャンセル 

21日～８日前 20％ 料を除いた金額」を返金させていただきます。 

７日目～２日前 30％ ＊振込み希望の方は「返金の振込口座」をお知らせ 

ください。その際、振込手数料は差し引かせてい 

ただきます。 
前日 40％ 

当日 50％ 

当日 無連絡・不参加・放棄 100％  

〈キャンセル〉 申し込み後、都合でキャンセルされる場合は、お早目にお電話ください。 

    

レベル スキー希望グループ スノーボード希望グループ スケート希望グループ 

１．初心者 スキーを初めてはく ボードを初めてはく スケート靴を初めてはく 

２．初級者 ハの字で左右に１回曲がれる 木の葉落としができる 転ばずに歩くことができる 

３．中級者 ハの字で左右連続で曲がれる 連続したスライドターンができる 転ばずに滑ることができる 

４．上級者 シュテム・ターンが少しできる カービングターンができる ブレーキをかけて上手に止まれる 

５．それ以上 パラレルができる ジャンプをすることができる 後ろ向きで自由に滑れる 

＊レッスンは、ネット申し込み時の事前調査（１～５段階のレベル）に基づきグループ別に実施されます

が、技術上達者は、途中、グループ再編成によりレベルアップを図ります。 
 

レンタル用品名 Ｃ・Ｄ コース Ｆ・Ｇ・Ｈ コース Ｉ・Ｊ・Ｋ・Ｌ・Ｍ コース 

貸ウエア（上・下） 
貸スキー（セット） 
貸ボード（セット） 
貸小物（手袋・ニット帽子） 
貸スノトレ（Ｃ・Ｄ・Ｆコースのみ） 

１７００円 
／ 
／ 

１１００円 
１１００円 

３３００円 
３３００円 
／ 

１９００円 
  １７００円（Ｆ） 

４９００円 
４９００円 
５５００円 
２５００円 
／ 

 

 
 

〈特  典〉 ★参加者全員に 参加記念品 プレゼント！ 

★リーダーズ・インフォメーション 進呈！（参加者のスクール状況の報告 ＊宿泊コースのみ） 
 

〈締  切〉１１月２4 日（土） 

    ＊なお、各コースとも少人数制で実施するため、 

      定員になりしだい締め切らせていただきます。 

                          【お申込み・お問合せ】  

〒477-0037 愛知県東海市高横須賀町戌亥屋敷7番1 

 TEL(0569)84-7878                    特定非営利活動法人 

                  日本冒険教育協会 

2018 オレンジキッズ 

冬休みツアーの 

5つのポイント 

〈
レ
ッ
ス
ン
目
標
〉 

 
 

 

〈
レ
ン
タ
ル
〉 

 


