
      オレンジキッズ 夏休みツアー ２０２１ 

 

今年の夏こそ、アウトドアへ 飛び出そう！ 
昨年からのコロナ感染症対策による外出自粛から、学校をはじめ社会活動は制限さ

れ、子どもたちなりに“ストレス”がたまっていることでしょう。 

そして、学校では、授業時数の確保のため、やむを得ず遠足・自然教室・修学旅行

なども中止や延期となっています。 

そうした状況をふまえ、当団体は、自然体験活動 の スペシャリスト集団 として「キ

ャンプの４体験（自然体験・生活体験・社会体験・冒険体験）の意義 の実現」を目指

して、野外での安全対策 や コロナ感染症対策 を徹底しながら、２０２１年も夏休み

ツアーを開催することを決定いたしました。 

 

保護者の皆様には、子ども時代 に影響を与える「キャンプの教育的効果」を再認識

していただき、是一般、子どもたちの長い夏休みに“たくましい心・豊かな心”を育

てる 夏休みツアー に参加できる機会 を与えていただきますよう、スタッフ一同 心

よりお待ちしております！ 

特別一般営利法人日本冒険教育協会 理事長 奥村 健介 

 
■コロナ感染症：対策 

●定員：少人数制：実施 日帰り：３２名、宿泊：２４名 

●当日１週間前からの 健康チェック・検温、当日の朝の 検温 

●集合・解散時：間隔の確保 

●送迎中：安全に配慮しながら、常時、換気 

●車内：マスク着用、イベント中：手洗い・うがい・消毒の徹底など、 

最大限 可能な限りの対策 を講じて、イベントを実施します。 

  

１．「きょうだい割引き」「ダブルツアー割引き」登場！ 

保護者の方からたくさんの声をいただき、今年のサマースクールも「きょうだい割引き」を実施させてい

ただきます。日帰りは500円・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、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！ 

２．全コース、初日は「昼食」付き！ 
今まで保護者の方に初日の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」を準備させていただくことになりました。 

３．「写真販売 新システム！」 
ツアー中の様子を指導員が撮影します。これまでとは違い、事前申込みではなく、ツアー終了後に、イン

ターネットにて写真のデータ、もしくはプリントアウトされたものを１枚ずつ購入することができるよう

になりました。詳しくは、ツアー解散時にお渡しする手紙をご覧ください。 

４．インストラクターに任せて安心「安全管理システム」 
当ファミリのインストラクターは、全員、日本赤十字社 救急員の有資格者であり、また毎年、消防署の

救急法講習会を受講しています。更に、部内研修で「海・山・川の危険」や怪我の応急処置、心肺蘇生法

など日々リスクマネジメントの研鑚に努めております。 

５．活動中のお子様の様子がわかる「イベントブログ」 
活動中のお子様の様子がわかるよう、イベント中にブログを更新しておりますので、初めての参加でも安

心してご参加いただけます。 ＊安全管理上、すべてのお子様が写らない可能性もございます。 

 

６．保護者の方も「ラクラク送迎システム」  
クラブ会場 及び その付近まで、インストラクターがお迎えにあがります。 

   （＊一部、高速道路ＩＣ・主要幹線道路まで、来ていただくこともあります。） 

 コ ー ス 名・会 場 日   程 対 象(＊原則) 定員 参 加 費(税込) ＜日 程＞ 

「●三河、知多 地区」 

「★名古屋・尾張 地区」 

「■岐阜 地区」 

「▲三重 地区」 

とさせていただきます。 

 

＜特別会員＞ 

過去、「夏休み」「冬休み」「春休み」のいずれか

に参加したことがある方は「特別会員」となり、

それ以外は「一般会員」となります。 

 

＜スタッフ＞ 

  （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・保育士免許・

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2200円・

通院1200円・死亡300万円）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、別途お申しつけください。 

Ａ 
おもいきり ウォーター アドベンチャー 
 上石津 緑の村公園（岐阜県） 

● ★     ７/22(祝) 年 少 

 ～ 小学６年 
32名 

特別会員 9,350円 

一般会員10,450円 ■ ▲     ７/23(祝) 

Ｂ 
わくわく シー アドベンチャー 
三河湾国定公園 日間賀島（愛知県） 

■7/24（土） ●★7/25（日） 

★7/31（土） ■▲8/1（日） 

▲8/7（土）  ●★8/8（日） 

●8/9（祝） 

年 少 

 ～ 小学６年 
32名 

特別会員 9,350円 

一般会員10,450円 

Ｃ 
うきうき マウント アドベンチャー 
鈴鹿国定公園 朝明渓谷（三重県） 

■▲7/25（日） ●★8/8  (日) 

■▲8/9 (祝)  

年 少 

  ～ 小学６年 
32名 

特別会員 9,350円 

一般会員10,450円 

Ｄ 
どきどき リバー＆戦国 アドベンチャー 
天竜奥三河国定公園 やまびこの丘（愛知県） 

●★7/24（土） ■▲8/1  (日) 

●★8/7 (土)  

年 少 

 ～ 小学６年 
32名 

特別会員 9,350円 

一般会員10,450円 

Ｅ 
ほのぼの アース アドベンチャー 
日本三大砂丘 中田島砂丘（静岡県） 

全地区   ８／28（土） 
年 少 

 ～ 小学６年 
32名 

特別会員 9,350円 

一般会員10,450円 

Ｆ 
はらはら 森のスカイ アドベンチャー 
ぎふ清流里山公園（岐阜県） 

●▲７/26(月)  ■▲8/2(月) 
年 長 

 ～ 小学６年 
32名 

特別会員 9,350円 

一般会員10,450円 

Ｇ 
海の秘宝 キャンプ 
三河湾国定公園 日間賀島（愛知県）＊宿泊：民宿 

全地区 ７/31(土)・８/1(日) 
年 中 

 ～ 中学３年 
24名 

特別会員25,300円 

一般会員26,400円 

Ｈ 
川の秘宝 キャンプ 
天竜奥三河・愛知高原国定公園 稲武（愛知県） 

全地区 ８/10(火)・11(水) 
年 中 

 ～ 中学３年 
24名 

特別会員22,000円 

一般会員23,130円 

Ｉ 
山の秘宝 キャンプ 
鈴鹿国定公園 朝明渓谷（三重県） 

全地区 ８/５(木)・６(金) 
年 中 

  ～ 中学３年 
24名 

特別会員22,000円 

一般会員23,130円 

Ｊ 
深海の秘宝 キャンプ 
三河湾国定公園 フィッシングキャンプ場（愛知県） 

全地区 ７/22(祝)・23(祝) 
年 長 

   ～ 中学３年 
24名 

特別会員22,000円 

一般会員23,130円 

Ｋ 
ファーブルの秘宝 キャンプ 
上石津 緑の村公園（岐阜県） 

全地区 ７/29(木)・30(金) 
年 中 

  ～ 中学３年 
24名 

特別会員22,000円 

一般会員23,130円 

Ｌ 
チャレンジ激流リバー キャンプ 
生駒山麓公園野外活動センター・瀬田川（奈良県） 

全地区 ７/24(土)・25(日) 
小学１年 

～ 中学３年 
24名 

特別会員29,700円 

一般会員30,800円 

Ｍ 
若狭ワイルドマリン キャンプ 
若狭湾国定公園 マリンキャンプ場（福井県） 

全地区 ８/２(月)～４(水) 
小学１年 

～ 高校３年 
24名 

特別会員27,500円 

一般会員28,600円 
 

Ｎ 
無人島サバイバル キャンプ（初級・上級コース） 
三河湾国定公園 冒険島（愛知県） 

全地区 ７/26(月)～28(水) 

全地区 ８/7（土)～ 9(祝) 

小学１年 

～ 中学３年 
24名 

特別会員27,500円 

一般会員28,600円 

 

 
〈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」 

「サマースクール 申込みフォーム」よりお申込みください  

  

 ＊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込み 

ください。 

 

＊ツアーの内容 や 写真なども、上記のページからご覧になれます。 

 

２．参加案内書の返送 

    ７月上旬に「持ち物一覧、集合場所・時間、参加費振込方法」などのご案内 を 

メールさせて頂きます。 

  ＊出発１週間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。 

 

〈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。 

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「キャンセル料を 

除いた金額」を「お振込み」にて返金させて頂きます。

その際、振込手数料は差し引かせていただきますので、

予めご了承ください。 

21日 ～ ８日前 20％ 

７日目 ～ ２日前 30％ 

前日 40％ 

当日 50％ 

 

 
 

〈交   通〉 指定マイクロバス（29人乗り）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・主要幹線道路まで来ていただくこともあります。） 

 

〈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〉７月３日（土） 

＊なお、各コースとも少人数制で実施するため、定員になり次第締め切らせていただき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休 みツアーの  

６大ポイント  

〒475-0844 愛知県半田市寺町152-2 TEL(0569)22-2118 

【お申込み・お問合せ】 

特定非営利活動法人 

日本冒険教育協会 
 

 〒470-2303 愛知県知多郡武豊町祠峯３丁目１５０番地６ 

 TEL(0569)84-7878 



 


