ヤックス自然学校とは

メッセージ

普段、学校や家庭では体験できない
自然体験と異年齢集団での生活 を大切にして、
継続的に取り組んでいます。

「子どものこころと
からだの健康のために」

2022年7月～8月

新型コロナウイルス感染防止策の影響で、これまでの約２
年間「子どもがのびのびと遊べない状態にあったことは、と
ても深刻な問題」でした。子ども時代の「遊び」は、子ども
の成長に欠かせないものです。子どもの心身の健康のために
も「三密」を避けることに注意しながら、外遊びをしたいと
思います。
また、自然の中ではできるだけマスクを外
して新鮮な空気を吸い、心もからだもリフ
レッシュできるようにしたいと思います。脱
マスク依存症！本来の人間の姿に戻ってフ
レッシュ スタートの夏にしましょう。

㈱千葉薬品が社会貢献事業の一環として、４５年間にわたり都会
では味わえない四季折々の広大な自然の中で自然体験活動を提
供してきました。延べ２５万人以上の方が参加しています。

スタッフはどんな人？

これまでも、これからも、未来へつながる体験を。
ヤックス自然学校は、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

当校が、自然体験活動を通じて貢献する主要なSDGｓ目標

総合ディレクター
小松敬（ボクサー）

各キャンプには、経験豊富な専属スタッフ(ディレクター)が指導・運営を行い、子どもには専属の
キャンプリーダーが付き添います。
スタッフは、自然体験活動に関する各種資格を取得し、リスクマネジメントのトレーニングを積
み、参加者の安全への配慮を徹底しております。
キャンプリーダーは、年間を通してリーダートレーニングを受講し、子どものキャンプを数多く経
験し、キャンプ指導、レクリエーション指導、児童心理学、安全管理（心肺蘇生法、ＡＥＤの使用）
等の講習会に積極的に参加した、小中学校の教職員を目指す千葉大学教育学部の学生が中心となって
キャンプを指導いたします。

小・中学生は７～８人、幼児は５～６人に
ひとりのキャンプリーダーが付き添います。

サマーキャンプ説明会について
日時：７/９（土） 申込者対象に開催

※詳細は、お手続きの資料に記載

場所：千葉市文化センター

対象：はじめて当校のキャンプにお申込みの保護者

（千葉県千葉市中央区中央2-5-1）

2022年度 ヤックス自然学校会員募集！

※会員資格：年中～年長（４～６歳児）・ 小学１年生～高校3年生

③ 機関誌の発送
２ヶ月に一度、スタッフとリーダー手作りの
機関誌『めぐりあい』をお送りいたします。

④ プレゼントのチャンス！

② 会員割引
会員価格で参加できます。会員のご家族
（兄弟姉妹）も会員価格でご案内。

感染症対策 実施中
笠森キャンプ場

活動に参加されますと、自然学校よりテ
ントマークのシールをキャンプ１日につき
１枚お送りいたします。テントシールが２
０ 枚 に な り ま し た ら、参 加 費 用 ご 優 待 券
（2,000円引き）をプレゼント！

割引きキャンぺーンや会員限定キャンプ
等のご案内をいたします。

わんぱく

お申込みの成立

しめきり

■プログラム例

・出発日の３週間前が締切日となりますが、定員になりしだい締め切らせていただきます。

■プログラム例

●開催日

③ 事前の電話連絡

①

・体調万全でお越しください。
・集合場所では、青色Ｔシャツのユニフォームを着たスタッフがお待ちしています。

添乗について

この旅行は、株式会社ハロートラベル（以下、当社）が企画、募集をする国内旅行であり、この旅行に
参加されるお客様は、当社の募集型企画旅行契約を締結することになります。

２８,０００円
３１,０００円

●参加費（税込）

旅行代金に含まれるもの・含まれないもの
旅行代金は、パンフレットに明示した日程の交通費、宿泊費、食事代、プログラム費、旅行取扱料金
及び消費税諸税相当額が含まれますが、旅行日程に含まれない交通費、飲食費及び個人的性質の諸費用
は含まれておりません。

旅行の催行について
最少催行人員は、各コースの欄をご参照ください。
最少催行人員に満たない場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって１３日目にあたる日より前までに連絡させていただきます。

個人情報の取扱について
①旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及
びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。
②当プログラムで撮影した写真・映像について、今後の販促関係のチラシ及びWEB（HP・ブログ・facebook
等）での活動報告やインターネット写真販売に使用します。
それ以外の目的では使用いたしません。

●参加費（税込）

キャンセルについて
お申込み後、お客様のご都合により旅行を取り消される場合は、旅
行代金に対してお一人につき右記の料率で取消料を申し受けます。

貸切バスの利用について
この旅行は、貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を受けた
㈱ＨＭＣ東京又は、同等の会社を利用します。

取消日

取消日

21日前

不要

20～8日前

20％

7～2日前

30％

前日

40％

当日

50％

その他
・このパンフレットは、令和4年5月25日の資料に基づくもの
として作成しております。
・ その他の事項については、詳しくは当社旅行業務取扱管理者におたずねください。

[旅行企画・実施]

100％

株式会社ハロートラベル千葉営業所

〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1-7F
（一社）全国旅行業協会正会員 東京都知事登録旅行業 第2-2884号
旅行業務取扱管理者:橋口 和美

２１,０００円

１８,０００円

(会員)

小学１～６年生
３2名（最少催行人員 １８名）

貸切バス

●集合/解散 ＪＲ千葉駅NTT前 （ 8:30/17:30）
ＪＲ茂原駅南口 （10:00/16:00）
笠森キャンプ場 （10:30/15:30）

ハロートラベル ヤックス自然学校予約センター
〒260-0015

yacs-camp@aroma.ocn.ne.jp

千葉県千葉市中央区富士見2-3-1-7F NPO法人千葉自然学校内
<<主催>> ㈱千葉薬品（ヤックス自然学校）

FAX:043(202)7237

<<企画・運営>> NPO法人千葉自然学校

小学１～６年生
３２名（最少催行人員 １８名）

貸切バス

●集合/解散 ＪＲ千葉駅NTT前 （ 8:30/17:30）
ＪＲ茂原駅南口 （10:00/16:00）
※バス移動は、あひるキャンプと合同になります。
笠森キャンプ場 （10:30/15:30）

■プログラム例

みんなのアイディアを出して遊ぶ「やりたいこと遊び」が基本のプログラ
ムです。子ども自身が生活・あそびを作り上あげるスタイルで実施します。

(金)

●対

(月)

千葉県南房総市 古民家ろくすけ

●

（電話受付 平日10:00～18:00 月曜定休）

●対 象
●定 員
●交 通

ホームスティ

里山
里海
●開催日

お申込み・お問合せ先

(一般)

※バス移動は、ひよこキャンプと合同になります。

古民家ろくすけ

(会員)

※往復交通費・食費（１日目夕食～３日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

(一般)

往復交通費・食費（１日目夕食～２日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

●対 象
●定 員
●交 通

(水)

●開催地/宿泊先 千葉県長生郡長南町 笠森キャンプ場

②

宿泊の旅行

添乗員は同行しませんが、全行程にキャンプ指導者が同行します。

(月)

●開催日

・担当キャンプリーダーからご自宅に電話連絡を入れています。

●開催地/宿泊先 千葉県長生郡長南町 笠森キャンプ場

お申込みの前にお読みください。

キャンプ

長年愛されるスタンダードキャン
プ。はじめて参加する子どもから、経
験者まで楽しめます。３日間だからこ
そ「やってみよう！」という自立心の
芽生えや、出会ったお友達との絆が生
まれ、活動に厚みが出てきます。「竹
の水鉄砲」で暑い夏を涼しく！仲間と
共に熱く！過ごそう。

はじめて参加する子どもでも楽し
める、自然工作、野外炊飯、ハイキ
ングにキャンプファイヤーなど盛り
だくさん。異年齢集団でのキャンプ
活動は、子どものコミュニケーショ
ン能力を向上させます。

・申込書が届き、参加費用の送金が確認されますと、申込手続きが成立します。
・ご予約後、参加をとりやめる場合は必ずご連絡ください。

④ 当日

⑤ 会員限定企画

※詳細は、中面をご覧ください

千葉のど真ん中

はじめてキャンプ

・予約をいただいた方に申込に必要な書類（申込書・振込案内・参加の手引き・旅行条件を記
載した書面）を送付いたします。
・申込書に必要事項を保護者がご記入ください。質問表はできるだけ詳しくご記入ください。
申込書は保護者の参加承諾書を兼ねています。
・申込書の返信と参加費用をお子様のお名前でご送金ください。
・参加費用は、出発日の３週間前までに全額納入お願いいたします。

●年会費（ひと家族）…４,０００円（2023.3/31迄有効）

プログラム終了後、参加したお子様につい
て「パーソナル･レコード」を担当キャンプ
カウンセラーが作成し、活動の様子を保護
者の方へお知らせいたします。

森

① キャンプの予約

② 申込み手続き

●入会金（おひとり）…１,０００円（初年度のみ）

①

●年中～中学３年生 対象
●１泊～６泊

・トラブル防止のため、参加者の保護者のみ受付します。

四季折々の自然体験活動に、年間を通じてご参加頂く方は、
是非、この機会にヤックス自然学校会員にご登録ください。

会員特典

予約・申込み～当日までの流れ

参加者募集

象

※岩井駅・現地集合解散の方は、
交通費（電車代）例：小人往復1,340円引き

小学１～６年生/中学１～３年生

●参加費（税込）小学生
中学生

(会員)

(会員)

(一般)

(一般)

※往復交通費・食費（1日目夕食～４日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

●定
員 １６名（最少催行人員 ７名）
●交
通 電車
●集合/解散 ＪＲ千葉駅中央改札 （ ８:00/17:00）
ＪＲ岩井駅
（10:20/14:40）
古民家ろくすけ
（10:45/14:00）

森

笠森キャンプ場

千葉のど真ん中

大自然

信州

石坂森林探検村・わらび平山荘（長野県北安曇郡小谷村）

あひる キャンプ

ひよこ キャンプ
幼児期からの自然体験は、子どもの
成長にとっても大切。「かわいい子に
は旅をさせろ」という言葉が実証して
います。火を扱って料理をしたり、自
然物を使った工作、ハイキングで自然
に触れ、豊かな感性を養おう。

１ｗｅｅｋ探検村 キャンプ ｉｎ信州小谷村
ここ！

自 然 の 中 は 不 思 議 が た く さ ん。
「な ぜ？」「ど う し て？」と い う 探
究心や好奇心で子どもの感受性を養
おう。火を使ったり、親元離れての
生 活 体 験 等、チ ャ レ ン ジ を 繰 り 返
し、できたを増やして自信につなげ
よう。

ヤックス自然学校 代表の小松敬（ボクサー）と
おたり自然学校 校長の大日方冬樹（おびわん）
が、お届けする1週間キャンプ。
長野県と新潟県の県境に位置し、多様な自然環境
と文化に恵まれ、たくさんの宝ものが詰まった小谷
村で仲間と共に過ごします。

■プログラム例

■プログラム例

■プログラム例

●開催日

●開催日

①

木)

●開催地 長野県北安曇郡小谷村

(月)

●開催日

①

(水)
●参加費（税込）

●開催地/宿泊先 千葉県長生郡長南町 笠森キャンプ場

(水)

水)

②

(火)

●宿泊先 わらび平山荘、石坂森林探検村

８３,０００円

(会員)

９０,０００円

（一般）

往復交通費・食費（１日目夕食～７日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

②

●参加費（税込）

(会員)

●開催地/宿泊先 千葉県長生郡長南町 笠森キャンプ場
●参加費（税込）

円(一般)

円(一般)

(会員)

●対

象

小学１～６年生/中学１～３年生

●定 員

32名（最少催行人員 18名）

●交通:貸切バス

●集合/解散：ＪＲ千葉駅NTT前（8:00/19:30）

※高校生で参加希望の方はご相談ください

※往復交通費・食費（１日目夕食～３日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

往復交通費・食費（１日目夕食～２日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

年中～年長（４～６歳児）

●集合/解散 ＪＲ千葉駅NTT前（ 8:30/17:30）
ＪＲ茂原駅南口 （10:00/16:00）
※バス移動は、はじめてキャンプと合同になります。
笠森キャンプ場 （10:30/15:30）

●定 員
●交 通

●対 象

１２名（最少催行人員 6名）
貸切バス

●対

象

年中～年長（４～６歳児）

●定
●交

員
通

１２名（最少催行人員 6名）
貸切バス

岬=海&森 大房岬自然の家（千葉県南房総市） 南房総の豊かな自然
たいぶさみさき

●集合/解散 ＪＲ千葉駅NTT前（ 8:30/17:30）
ＪＲ茂原駅南口 （10:00/16:00）
笠森キャンプ場 （10:30/15:30）

※バス移動は、わんぱくキャンプと合同になります。

謎解き冒険キャンプ

岬のアドベンチャー

緑の忍者キャンプ
創意工夫とチームワークを発揮しよ
う！森 の 中 か ら、必 要 な 材 料 を 集 め
て、切り出して・・・。竹や枝、落ち
葉を使い、みんなのアイディアが詰
まったでっかい工作だ！ひとりではで
きない、仲間がいるから形になる楽し
さがあります。 ■プログラム例

フィールドは、南房総国定公園大
房岬内にあり、青い海、磯、砂浜、
緑の木々など、自然豊かな絶好の遊
び 場 で す。海 と 森 で の 遊 び を 通 じ
て、岬の自然や生き物にふれあう3
日間。
また、施設泊なので初めてのお泊
りでも参加しやすいです。

「謎解き」を通して自然の中へ飛び
込もう！大房岬は、海と森の自然＋歴
史や伝説など、子供たちの冒険心をく
すぐるスポットがたくさん。仲間と共
にチャレンジするアドベンチャー型ス
トーリーキャンプです。

「忍者あそび」で自然の中を駆け巡
り、炎の術を覚えたら、忍者めしを作
ろう。夜は忍び足の修行で、自然にと
けこもう。
ごっこ遊びを通して、子どもの本気
を引き出し、人や自然とのふれあいを
深めていきます。

■プログラム例

■プログラム例

(水)

●開催日
■プログラム例

(土)

●開催日

(月)

●開催地/宿泊先 千葉県長生郡長南町 笠森キャンプ場
●参加費（税込）

(火)

●開催日

(木)

※往復交通費・食費（１日目夕食～３日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

●対

象

●定 員
●交 通
●集合/解散

幼 児

小学１～６年生

※往復交通費・食費（１日目夕食～３日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

４０名（最少催行人員 24名）
貸切バス
ＪＲ千葉駅NTT前（ 8:30/17:30）
ＪＲ茂原駅南口 （10:00/16:00）
笠森キャンプ場 （10:30/15:30）

●対

象

●定 員
●交 通

感染症予防対策
（新型コロナウイルス、ノロウイルス等）
①身体的距離の確保
②場に応じたマスクの着脱
③手洗いの実施
④1日に朝晩2回の健康観察（検温）
⑤コロナ抗原検査（全員 実施前）

みんなで協力して稲刈り体験。お米ってどのよ
うにできるのかな？お米のことを知るチャンス！
他にも、テント泊や竹の水鉄砲で遊んだりと夏休
みを最後の最後まで楽しみます。

(土)

※感染状況によっては実施しない場合あり

●対 象

(日)

●開催地/宿泊先 千葉県長生郡長南町 笠森キャンプ場／みんな田んぼ
●参加費（税込）小学生
幼

児

(会員)

(会員)

※往復交通費・食費（１日目夕食～３日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

円(一般)
円(一般)

大房岬自然公園/大房岬自然の家

※往復交通費・食費（１日目夕食～３日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

●対 象
●定 員
●交 通

小学１～６年生
４０名（最少催行人員 ２４名）
貸切バス
●集合/解散

小学生

(会員)

幼

(会員)

円(一般)

円(一般)
児

円(一般)

※往復交通費・食費（１日目夕食～３日目昼食）・宿泊費・プログラム費含む

●対 象
●定 員
●交 通

ＪＲ千葉駅NTT前 （ 8:00/17:00）
大房岬自然公園 （10:00/15:00）

小学１～６年生／年中～年長（４～６歳児）
４０名（最少催行人員 ２４名）
貸切バス

●集合/解散 ＪＲ千葉駅NTT前 （ 8:00/17:00）
大房岬自然公園 （10:00/15:00）

小学１～４年生／年中～年長（４～６歳児）
４０名（最少催行人員 24名） ●集合/解散 ＪＲ千葉駅NTT前（ 8:30/17:30）
貸切バス
ＪＲ茂原駅南口 （10:00/16:00）
笠森キャンプ場 （10:30/15:30）

稲刈り＆水あそび

●開催日

円(一般)

(会員)

(金)

千葉県南房総市

●参加費（税込）

大房岬自然公園/大房岬自然の家

円(会員)

円(一般)

(会員)

●開催地/宿泊先

●開催地/宿泊先 千葉県南房総市

(会員)
小学生

(水)

●参加費（税込）

●開催地/宿泊先 千葉県長生郡長南町 笠森キャンプ場
●参加費（税込）

円(一般)

(月)

●開催日

小学１～６年生
年中～年長（４～６歳児）

●定 員 ３０名（最少催行人員 2０名）
●交 通 電車・貸切バス
●集合/解散 ＪＲ千葉駅中央改札（ 8:15/17:00）
ＪＲ茂原駅南口
（9:45/15:30）
笠森キャンプ場
（ － /15:00）
※現地、茂原駅集合解散の方は、交通費（電車代） 小人往復580円引き

を中心として取り組み、感染リスクを下げて
活動を実施します。
※参加にあたってお願い
キャンプ出発10日前から、本人、ご家族の健
康観察を開始し、活動中に支障を
きたすことがない健康なからだ
でご参加ください。
具体的な対策については、
当校ホームページをご覧ください。

各体験プログラム共通事項 *天候や参加者人数、社会情勢などにより、集合解散場所や交通手段、プログラムが変更になることがあります。

*会員とは、ヤックス自然学校会員のことです。

活動報告／活動写真／ブログ

班編成について

・活動報告： 活動終了後、ディレクターより活動報告書をお届けします。
・活動写真： ディレクター・キャンプリーダーが記録写真を撮影します。
活動終了後、活動報告と共に記念写真を送付いたします。
また、専用の「写真閲覧・販売ホームページ」で公開します。
ご購入も可能です。活動報告書と共に、パスワードをお伝えします。
・ブログ ： 専用ブログで活動の様子や行き帰りの運行状況を更新します。

兄弟（姉妹）・お友達等は、運営上又は、コミュニケーション能力の向上のためにも、別々の
班にさせていただいています。新しいお友達を作っていただく絶好のチャンスです。班編成
については、当校に一任お願いします。

アレルギーについて

特定のアレルギーやぜんそく、その他、お子様の状態でご心配事があれば、まずは、ご予
約前にご相談ください。お申込み手続きの際は、申込書（もしくは、会員登録カード）に詳しく
←ブログ 「ヤックス自然学校キャンプ日記」活動の様子を更新中！ お子様の様子をお書きください。事前に把握させて頂き、準備を進めます。出来る限りの対
http://blog.canpan.info/yacs_camp/
応はいたしますが、ご希望に添えないこともあります。予めご了承下さい。

安全への配慮
自然体験活動におけるリスクマネジメントに前向きに取り組み、日々安全
への配慮を行っています。全ての職員、ボランティアに対しての安全教育（危険箇所の伝
達、危険予知トレーニング）等を徹底しています。
また、非常事態が発生した場合に備え、様々な状況を想定したマニュアル（連絡体制、
緊急時対応等）を整備し、職員、スタッフ参加のもとでトレーニングを行います。それは、参
加者の安全管理を最優先とするからです。
それでも、自然体験活動においては、気象条件などにより不測の事故は起こりえるも
のです。その危険を知りつつなお、活動を続けるのは、学校や家庭では難しいとされる自
然体験の重要性に気づき、それを伝えるのが使命と考えるからです。当活動にご参加の
際には、その点をご理解頂き、ご協力いただければと思います。

当校は、（一社）日本アウトドアネットワークの定める安
全基準を満たし、安全なアウトドア事業を実施する者として
認証を受けています。

事前の電話連絡をしています
生活班の担当キャンプリーダーからご自宅に電話連絡を入れています。参
加者の健康状態、お薬について、出発・解散場所の確認、持ち物についての
質問、参加者のことで気遣ってもらいたいことがありましたら、キャンプ
リーダーにお話しください。

