
  2021 オレンジキッズ 冬休みツアー 
 

今年の冬も、アウトドアへ 飛び出そう！ 
 

昨年来のコロナ感染症により、社会活動・経済活動も自粛を強いられてきましたが、

子どもたちの日々の 教育 は、将来に影響を与えるもの として 制限 を かけ続ける 

ことはできません。 

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

もウィンターアドベンチャーを開催することを決定いたしました。 

さて、また 冬休み がやってきますが、「想像性・創造性、人とのコミュニケーシ

ョン力・協調性・社会性、主体性・やる気・自信・勇気・挑戦心」など“豊かな心・

たくましい心”を育てる 冬にしか できない体験活動「オレンジキッズ 冬休みツア

ー」を開催します。保護者の皆様には、ぜひ お子様に参加できる機会 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。 

 特定非営利 活動法人 日本冒険教育協会 

 奥村 健介 

 

■野外活動での安全対策 と コロナ感染症対策 の徹底 
定 員  ：少人数制（日帰り：32名、宿泊：24名） 

当 日  ：１週間前から 及び 当日 の健康チェック・検温、集解地での間隔の確保 

送迎中  ：車輛の換気・マスク着用 

イベント中：手洗い・うがい・手指消毒など。 

  

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．「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、ツアー終了後にメールにて送らせていただきます。 

３．スキー・スノボ・スケートでは、ファミリ技術検定 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「ファミリ技術検定 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」http://jaea-net.com/    「ＱＲコード」 

 

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

Ａ 
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（愛知県名古屋市） 

12/18 ①②③④⑧  12/19 ⑤⑥⑦   

12/26 ①②③④⑧ 12/27 ⑤⑥⑦   
年 長～小学６年 32名 

特別会員   8,650円 

一般会員   9,750円 

Ｂ 
ﾄｲｽﾄｰﾘｰ はちゃめちゃｸﾘｽﾏｽ ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 

半田運動公園・ファミリ研修センター（愛知県半田市） 
12/18 ①②③④⑧ 12/19 ⑤⑥⑦   年 少～小学６年 32名 

特別会員   8,650円 

一般会員   9,750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（長野県） 

治部坂高原スキー場（長野県） 

12/25 ⑤⑥⑦   12/26 ⑤⑥⑦   

12/27 ①②③④⑧ 12/28 ①②③④⑧ 

12/29 ⑤⑥⑦   12/30 ①②③④⑧ 

１/８ ⑤⑥⑦    １/９ ①②③④⑧ 

年 少～小学６年 32名 
特別会員   10,340円 

一般会員  11,440円 

Ｄ 
ハラハラ 鬼滅の森 アドベンチャー 

明治村（愛知県犬山市） 

12/18 ⑤⑥⑦   12/19 ①②③④⑧ 

12/25 ⑤⑥⑦   12/26 ①②③④⑧ 

12/28 ①②③④⑧  1/９ ⑤⑥⑦   

年 少～小学６年 32名 
特別会員   9,350円 

一般会員  10,400円 

Ｅ 
ドキドキ 空中忍者対決 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬ  ー

さがらの森（愛知県蒲郡市） 

四日市少年自然の家（三重県四日市市） 
１/８ ①②③④⑧ １/10 ⑤⑥⑦     年 少～小学６年 32名 

特別会員   8,650円 

一般会員   9,750円 

Ｆ 
チャレンジお泊り・雪遊び 

ヘブンスそのはら（長野県） 
12/25・26 

12/27・28 

１/８・９ 

年 中～小学３年 24名 
特別会員  21,450円 

一般会員  22,550円 

Ｇ 
チャレンジお泊り・スキー 

 ヘブンスそのはら（長野県） 
年 中～小学３年 24名 

特別会員  25,410円 

一般会員  26,510円 

Ｈ 
チャレンジリフト・ライディングスキー 

 ヘブンスそのはら（長野県） 
小学１年～小学３年 24名 

特別会員   27,500円 

一般会員   28,600円 

Ｉ 
ビギナースキーヤー 

白樺湖ロイヤルヒルスキー場（長野県） 

12/27～29 全地区 

 

＊宿泊施設は、当団体の貸し切り

となりますので、一般客とはいっしょ

になりません。 

年 中～小学２年 24名 
特別会員  35,350円 

一般会員  36,450円 

Ｊ 
ベーシックスキーヤー 

白樺湖ロイヤルヒルスキー場（長野県） 
小学１年～中学３年 24名 

特別会員  36,470円 

一般会員  37,570円 

Ｋ 
パラレルスキーヤー 

白樺湖ロイヤルヒルスキー場（長野県） 
小学２年～高校３年 24名 

特別会員  39,160円 

一般会員  40,260円 

Ｌ 
Ｉ ＬＯＶＥ スノボー 

白樺湖ロイヤルヒルスキー場（長野県） 
小学３年～高校３年 24名 

特別会員  39,160円 

一般会員  40,260円 

Ｍ 
滑りたい放題（スキー or ボード） 

白樺湖ロイヤルヒルスキー場（長野県） 
小学３年～高校３年 16名 

特別会員  37,820円 

一般会員  38,920円 

 ２泊スキー限定オプション ナイタースキー：２，２００円（希望者）＊中級者以上限定 レッスンはありません！ 

＜日 程＞ 

①知多 地区    ②三河 地区 

③名古屋 地区   ④尾張 地区 

⑤岐阜 地区    ⑥三重北 地区 

⑦三重南 地区   ⑧静岡 地区 

とさせていただきます。 

詳しくは、お申込みフォームにてご確認ください。 

 

＜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～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・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、３，０００円 が 別

途必要となります 

 

■申込方法     ：インターネットへ接続（＊携帯電話 可）  

 URL：http://jaea-net.com/fs.htm  

 

「ウィンターアドベンチャー 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。 

 

■ツアーのイメージ写真が、上記のページからご覧になれます。 

 

■１２月中旬に「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。 

 

■集合・解散：クラブ会場 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：宿泊コース参加者は、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） 

■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

返金させていただきます。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％ 

 

 

■締  切 １２月３日（金） 

 ＊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。 

 

 

 

    

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 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・Ｆコースのみ） 

１７５０円 

／ 

／ 

１１５０円 

１１５０円 

３４００円 

３４００円 

／ 

２０００円 

  １７５０円（Ｆ） 

５０００円 

５０００円 

５６５０円 

２６００円 

／ 

 

 

2021 オレンジキッズ 

冬休みツアーの 

5 つのポイント 

 

【お申込み・お問合せ】 

 

〒470-2303 愛知県知多郡武豊町祠峯3-150-6  

TEL;(0569)84-7878 

特定非営利活動法人 

日本冒険教育協会 

郵便 


