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コテージ（ねるところ）

おかし作り
ﾘﾋﾟｰﾀ率 45％
(参加者全体に占める
ﾘﾋﾟｰﾀｰの割合)

満足度 99.7％
（直近 1 年間平均）

川あそび

【1 次募集(抽選)】6/1(水)10:00～6/5(日)20:00 【2 次募集(先着)】6/8(水)10:00～
コース／日程／宿泊場所／集合時間･場所
【Ａコース】７月１６日(土)～１８日(月･祝) ＜２泊３日＞ はるの山の村
(静岡駅)集合 8:15/解散 18:15 (藤枝総合運動公園)集合 9:15/解散 17:20 (門出駅)集合 9:55/解散 16:40

【Ｂコース】７月２３日(土)～２５日(月) ＜２泊３日＞ はるの山の村

【Ｃコース】７月２７日(水)～２９日(金) ＜２泊３日＞ はるの山の村
(浜松ｱﾘｰﾅ)集合 8:15/解散 18:00 (磐田市陸上競技場)集合 8:50/解散 17:30 (掛川駅)集合 9:45/解散 16:50

【Ｄコース】８月１日(月)～３日(水) ＜２泊３日＞ はるの山の村
(清水駅)集合 8:20/解散 18:00 (草薙駅)集合 8:50/解散 17:30 (静岡駅)集合 9:20/解散 17:00

【Ｅコース】８月５日(金)～７日(日) ＜２泊３日＞ はるの山の村
(佐鳴湖北岸)集合 8:40/解散 18:00 (有玉緑地)集合 9:25/解散 17:20 (万葉の森公園)集合 10:00/解散 16:50

【Ｆコース】８月１０日(水)～１２日(金) ＜２泊３日＞ はるの山の村
(藤枝総合運動公園)集合 9:15/解散 17:00

【Ｇコース】８月１６日(火)～１９日(金) ＜３泊４日＞ はるの山の村
(浜松ｱﾘｰﾅ)集合 8:15/解散 18:00 (磐田市陸上競技場)集合 8:50/解散 17:30 (掛川駅)集合 9:45/解散 16:50

【Ｈコース】８月２１日(日)～２４日(水) ＜３泊４日＞ はるの山の村
(清水駅)集合 8:20/解散 18:00 (草薙駅)集合 8:50/解散 17:30 (静岡駅)集合 9:20/解散 17:00

【Ｉコース】９月１０日(土)～１１日(日) ＜１泊２日＞ はるの山の村
(清水駅)集合 8:20/解散 18:00 (草薙駅)集合 8:50/解散 17:30 (静岡駅)集合 9:20/解散 17:00

【Ｊコース】９月１７日(土)～１９日(月･祝) ＜２泊３日＞ はるの山の村
(佐鳴湖北岸)集合 8:50/解散 18:00 (高丘公園)集合 9:20/解散 17:30 (都田総合公園)集合 10:00/解散 16:50

【Ｋコース】９月２３日(金･祝)～２５日(日) ＜２泊３日＞ はるの山の村
(静岡駅)集合 8:00/解散 18:20 (焼津駅)集合 8:45/解散 17:35

5,000 円(静岡駅)、3,500 円(門出駅)
4,000円(藤枝総合運動公園)

参加費 30,000円＋下記交通費
5,000 円(静岡駅)、4,000 円(掛川駅)

(静岡駅)集合 8:30/解散 18:00 (掛川駅)集合 9:45/解散 16:30

(静岡駅)集合 8:00/解散 18:20 (焼津駅)集合 8:45/解散 17:35

参加費／往復交通費
参加費 30,000円＋下記交通費

(藤枝総合運動公園)集合 9:15/解散 17:00

参加費 30,000円＋下記交通費
4,000 円(すべて)

参加費 30,000円＋下記交通費
5,000円(すべて)

参加費 30,000円＋下記交通費
4,000 円(すべて)

参加費 30,000円＋下記交通費
5,000 円(静岡駅)
4,000円(焼津駅･藤枝総合運動公園)

参加費 38,000円＋下記交通費
4,000 円(すべて)

参加費 38,000円＋下記交通費
5,000円(すべて)

参加費 23,000円＋下記交通費
5,000円(すべて)

参加費 30,000円＋下記交通費
4,000 円(すべて)

参加費 30,000 円＋下記交通費
5,000 円(静岡駅)
4,000円(焼津駅･藤枝総合運動公園)

申
込
方
法

①内容確認･･･ご応募の前に本紙およびＨＰ記載のキャンプ詳細やよくある質問をすべてお読みください
②ＷＥＢ応募･･･http://fujikodomo.org/form/（スマホ対応）よりご応募ください
（インターネット環境が無い方のみお電話にて申込を受け付けております）
③結果連絡･･･１次募集は募集締切後５日以内（２次募集は随時）
、すべての方にメールにてご連絡し、当選者の方へ詳細資料を郵送します
④正式申込･･･送付資料（行程表･持ち物リスト･申込書等）をご確認頂き、期日までに申込書のご返送および旅行代金をお振込みください

【申込みにあたっての注意事項】
＜参加対象＞ 小学１年生～中学３年生 ※お子様のみで参加（保護者同伴はできません）
＜定員＞ 各コース４５名（最少催行人数２０名）
＜交通手段＞ 貸切バス（大鉄観光･遠江観光･アクト観光など）

・お申込み前に http://fujikodomo.org/camp/ に掲載している宿泊施設や遊びの詳細･過去の写真や感想･よくある質問等をご確認ください
・兄弟や友達同士でのご応募は抽選結果が同じとなるようにし、生活班の編成（同班希望･別班希望など）も配慮します
（ただし男女別で班分けをするため、男女の場合は別班･同グループとなり、食事作りなどのグループ活動は一緒に行うことができます）

・コース選択時には必ず休みの開始日・終了日および登校日（卒業式・離任式など）を確認してからお申込みください
・メインプログラムを除いて、基本的には選択プログラム（工作･おかし作り･体育館遊びなど）となるため、好きなプログラムを選ぶことができます
・食事内容･スケジュール･持ち物等の詳細は当選後の送付資料へ記載します。なお、天候や施設等の事情により内容が一部変更となる場合があります
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【Ａ～Ｋコース】場所：はるの山の村
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浜松の山奥にあり春には 桜 が咲き、秋は紅葉が見られ、ウグイスやニホンカモシカ、リスが住んでいる
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自然いっぱいのキャンプ 場 です！今回はなんとなんと…みんなで 協 力 して夏まつりをやります！
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ゆかたを着て、やきそばやかき 氷 を食べたりまと当てなどのゲームをやったり思いっきり夏を楽しもう♪
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【全体あそび】夏まつり＆花火、スイカわり(Ａ～Ｈｺｰｽ)、 魚 つかみどり(Ｉ～Ｋｺｰｽ)
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【えらべるあそび】川あそび、工作、おかし作り、体育館あそびなど
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【ごはん】(１泊２日)バーベキュー･夏まつりごはん
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(２泊３日)上記＋カレー･流しそうめん(コロナ対応型)
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(３泊４日)上記＋季節の混ぜご飯･冷やし中華
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【寝るところ】コテージ (寝袋)
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【おふろ】大浴場、ドラム缶風呂(１泊２日のぞく)

旅行業約款(抜粋) ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上お申し込みください。
■募集型企画旅行契約／この旅行は、ユニバーサルトラベルビューロー株式会社が企画･募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
当社とお客様との旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものといたします。
■旅行代金に含まれるもの／キャンプ中の食事代（1泊2日･･･朝1／昼1／夕1）（2泊3日･･･朝2／昼2／夕2） (3泊4日･･･朝3／昼3／夕3)、宿泊料金、体験料や入場料、旅行特別補償保険料
■取消料

取消日
取消料

■旅行特別補償保険

21日前迄
無料

旅行開始日からさかのぼって
20～8日前迄
旅行代金の20%

7～2日前迄
旅行代金の30%

旅行開始日
の前日
旅行代金の40%

死亡・後遺障害1500万円

通院見舞金5万円

入院見舞金20万円

携行品14.7万円

（旅行企画・実施）ユニバーサルトラベルビューロー株式会社
（問合せ・応募先）ＮＰＯ法人ふじこども自然学校
【ﾒｰﾙ問合せ】info@fujikodomo.org

観光庁長官登録旅行業第 1777 号

旅行開始日
の当日
旅行代金の50%

旅行開始後の解除
無連絡不参加
旅行代金の100%

(社)全国旅行業協会正会員

〒437-0602 浜松市天竜区春野町杉 943-1 【電話】050-5242-2230 (不定休)

【ＨＰ】http://fujikodomo.org/ 【活動写真】https://fujikodomo.blogspot.com/

