初心者

2017年度

初級・中級者

中上級者

参加対象
はじめてスキーを体験する
幼児（年中～）～中学３年

参加対象
スキー経験のある
幼児（年中～）～高校３年

参加対象
シュテムターン～
パラレルターンができる
小学４年～高校３年生

目
標
プルークボーゲンで長い距離を転ばずに滑ること

目
標
プルークボーゲンの完成～プルークターン

目
標
カービングターン～パラレルターンの大回り、小回りの導入

スキーが全く初めてのこどもを対象に、スキー用具の
扱い方から親切丁寧に指導します。レッスンでハの字で
止まれるようになったら、リフトに乗って緩やかなコー
スへレッツ・ゴー！長い距離を滑ることでスキー板にも
慣れて、滑る楽しさを体験します。遊びの要素を取り入
れながら、楽しくスキーを習得していきます。

スキーの基礎、プルークボーゲンの完成を目標にス
キーレッスンをします。幼児～低学年は、転んでも楽し
く長い距離を滑ること。中学年は、転ばずに長い距離を
滑ること。高学年以上は、安全かつ楽しく、ひとつ上の
技術を身に付けることを目標にしています。（プルーク
ターンやシュテムターンの導入）

スキー用具の取扱からリフトの乗り降りがひとりで
できることはもちろんですが、中急斜面を無理なく恐
がらずに連続ターンで滑走できるスキーレベルが必要
です。（プルークボーゲンが完成している。）長い距
離をより早く滑れるようＳＡＪ1･2級クラスのリー
ダーが指導にあたります。

冬休み

年間を通じて携わる！

だから安心！

スキー技術とスキー指導のスキルアップを目指し
て、トレーニングを受講している千葉大学教育学部の
学生を中心としたキャンプリーダーと自然体験活動の
企画･運営･指導をしているキャンプディレクター（常
勤スタッフ）が共に活動しています。

４1年の信頼と実績が証明。健康と 安全を最重視
し、子どものキャンプを数多く経験しているヤックス
自然学校専属のキャンプリーダーが24時間子どもに
付き添います。単なるアルバイト感覚で、キャンプに
携わる人は誰ひとりいません。

だから楽しい！

スキーだけじゃ物足りない！

スキーレッスンは、キャンプリーダーによる遊び心
いっぱいの楽しい内容。寝食をともにするキャンプ
リーダーが、スキー指導にあたります。
スキー技術の向上のみにとらわれず、冬の自然・神
秘さとのふれあいや異年齢のこども同士のふれあいを
大切にしています。

大自然が残る雄大なロケーション。
普段とは違った環境、異年齢集団で共に生活するこ
とは、子どもにとって貴重な体験になります。
スキーレッスン以外にも雪とふれあうプログラム
（ソリ滑り・雪合戦等）や夜のお楽しみ会などを用意
しています。

ヤックス自然学校とは

スキーキャンプ説明会について

㈱千葉薬品が社会貢献事業の一環として、４1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。
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
大切に継続的に取り組んでいます。延べ２４万人以上の方が参加しています。

日時：12/9（土）

安全への配慮

①キャンプの予約

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。全てのキャンプディレクター、キャンプリーダー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、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、ご協力頂ければと思います。

事前の電話連絡をしています（キャンプ実施の２～３日前）
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。

①10:00～11:30 ②13:30～15:00

申込者対象に開催

※詳細は、お手続きの資料に同封いたします。

場所：きぼーる13Ｆ （ビジネス支援センター）

千葉県千葉市中央区中央4-5-1

申込み方法
電話もしくは、Ｅﾒｰﾙにてご予約ください。先着順で予約を受付けします。
・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。
・トラブル防止のため、参加者の保護者のみ受付します。

②申込書と参加費用をお送りください
・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。

スキーがはじめてでも
長い距離をプルーク
ボーゲンで滑れるようになります。

③お申込みの成立
・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。（取消日により、規定の取消料をお支払
いただきます。）

幼児・小学生・中学生・高校生 対象
２泊～５泊の全５コース

④しめきり
・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。

ヤックス自然学校会員 募集中
●入会金（おひとり）…１,０００ 円（初年度のみ） ●半年会費（ひと家族）…３,０００ 円（翌年3/31迄有効）
② 会員割引
特 ① パーソナルレコード（個人の行動記録）の発行
典 ③ 機関紙の発送 ④ プレゼントのチャンス！ など ※会員のご家族（兄弟姉妹）も会員価格でご案内

お申込みの前にお読みください。
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。

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

キャンプ内容についてのお問い合わせは
ヤックス自然学校 事務局まで
Tel:0 4 3 ( 2 0 2 ) 7 0 7 0
Eﾒｰﾙ yacs-camp@chiba-ns.net

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。

ホームページ http://www.yacs-ns.jp/

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。

その他
・このパンフレットは、平成29年10月5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]

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、今後の販促関係のパンフレット等、およびＨＰでの
活動報告に使用する場合がございます。それ以外の目的では使用いたしません。

添乗について

ブログ 「ヤックス自然学校キャンプ日記⇒
http://blog.canpan.info/yacs_camp/
活動の様子を更新中！

[お申込み先]

宿泊の旅行
取消日

料率

21日前

不要

20～8日前

20％

7～2日前

30％

前日

40％

当日

50％

開始後
無連絡不参加

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
旅行業務取扱管理者:浅井 信
ハロートラベルヤックス自然学校予約センター
TEL 043(307)1211
Eﾒｰﾙ yacs-camp@aroma.ocn.ne.jp

第2-2884号

寝食を共にするキャンプリーダーとディレクターがチーム一丸と
なって、子どもの気持ちをくみとり、スキーレッスン・生活の時間を
共に過ごします。
子どもキャンプを数多く経験しているスタッフだからこそ、子ども
へのカウンセリングを大切にしたスキーレッスンをいたします。
スキー技術の向上だけではない、
「自然とのふれあい」集団生活だからこその魅力「人とのふれあい」も楽
しめるスキーキャンプです。

お申込み先

TEL

043(307)1211

（電話受付 平日10:00～19:00 月曜定休）

「ハロートラベル ヤックス自然学校予約センター」 Eﾒｰﾙ:yacs-camp@aroma.ocn.ne.jp
〒260-0015 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

FAX:043(202)7237

会津高原

たかつえスキー場

スキーレッスン

３回＋雪遊び
●開催日
●開催地
●宿泊先

スキー場が宿のすぐ近く！たくさん滑ろう！

２泊３日

２泊３日

年中・年長
初心 初級

小１～小６

スキーが初めてでものびのび滑れ
るコースが魅力的。スキーの止まり
方を覚えたら、リフトに乗って長い
コースを滑ろう。みるみるうちにス
キーが上達するよ。遊び感覚で楽し
くスキー！
もちろん、雪遊びも忘れないよ！
からだいっぱい使って、冬の自然で
遊びましょう。

スキーレッスン

４回

49,800円

(一般)

46,800円

福島県南会津郡 南会津町
福島県南会津郡 南会津町

●参加費（税込）

※往復交通費・食費（２５日夕食～２７日昼食まで）・期間中のリフト代・宿泊費・プログラム費含む

６回
●参加費（税込）

●宿泊先

(ヤックス自然学校会員)

スキーレッスン

●開催日

●開催地

48,800円

(一般)

年中・年長

●レベル対象

はじめて～スキー初級

●定 員

Ａ・Ｂ・Ｄ合わせて ４５名

●対

●レベル対象
●定 員
●交 通
●集合/解散

（最少催行人員 2８名）

●交 通
●集合/解散

象

貸切バス ※バス移動は、Ａ・Ｂ・Ｄで合同
ヤックスドラック佐倉店（7:00/20:00）
ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前
（8:00/19:00）

●レンタル（期間中）スキー３点セット4,000円 スキーウェア4,000円
A おすすめポイント「しっかりサポート」
あそび・生活の時間は、ひと班５～６名にひ
とりのキャンプリーダーが付き添う少人数制。
スキーレッスンでも、子どもの体力に合わせ
てスタッフを配置し、無理なく楽しく指導。

ヘルメット1,500円

たかつえスキー場
会津アストリアロッジ

45,800円

(一般)

１２/２７(水)～３０(土)
福島県南会津郡 南会津町

●宿泊先

福島県南会津郡 南会津町

62,800円

Ａ・Ｂ・Ｄ合わせて ４５名（最少催行人員 2８名）
貸切バス ※バス移動は、Ａ・Ｂ・Ｄで合同
ヤックスドラック佐倉店（7:00/20:00）
ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前
（8:00/19:00）

●レベル対象
●定 員
●交 通
●集合/解散

ヘルメット2,000円

広くなだらかなファミリーコースは、全長1,040㍍。無
理なく、長い距離を滑るうちにスキーを体で覚えます。

午前

ガンガンに攻めていこう！
スキー＆かんじき→よくばり雪国体験

長野県北安曇郡小谷村

●宿泊先

長野県北安曇郡小谷村

●参加費（税込）

白銀の世界へレッツ・ゴー！雄大な
北アルプスのふもと、白馬乗鞍のビッ
クスケール・多彩なコースをそれぞれ
のレベルに合わせて滑り込みましょ
う。宿舎からゲレンデまで徒歩１分の
好アクセスなので、たっぷりスキーを
楽しめます。白馬の穴場的スキーで、
家族連れが多く子どもスキーに最適な
場所です。

65,800円

白馬乗鞍温泉スキー場
わらび平山荘（ゲレンデまで徒歩1分）

(一般)

62,800円

雪 国の 民具“か んじ き”を履 いて、冬
ならでは、夜ならではの自然を全身で満
喫しよう。地元、おたり自然学校 大日方
校長（おびわん）がプログラム指導いた
します。
スケジュール（例）
午前

●対

象

●レベル対象
●定 員
●交 通
●集合/解散

午後

夜

レンタル合わせ
雪遊び

雪原かんじきハイキング

小学１年～６年
はじめて～スキー初級・中級

1日目

ＪＲ千葉駅NTT前
バス出発

４０名（最少催行人員 24名）
貸切バス
ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前（8:00/19:30）

２～３
日目

終日スキーレッスン ／午前＆午後 雪原キャンドルナイト

●レンタル（期間中）
スキー３点セット5,000円 スキーウェア5,000円

●レンタル

スキー３点セット 8,000円
スキーウェア
7,000円
ヘルメット
3,000円

最終日

グループタイム

※最終日の前日に「スキー検定会」を予定

スキーレッスン

ヘルメット2,000円

（ひと滑り）

出発／移動

レンタル合わせ
Ａ: 雪遊び／Ｂ~Ｄ: スキー足慣らし

ヤックスドラック佐倉店
ＪＲ千葉駅NTT前 バス出発

２～５
日目

終日スキーレッスン ／午前＆午後
※最終日の前日に「スキー検定会」を予定

スキーレッスン

出発／移動

（ひと滑り）

なぜスキーキャンプをするの？

総合ディレクター
小松敬（ボクサー）

(ヤックス自然学校会員)

※往復交通費・食費（２７日夕食～３０日昼食まで）・期間中のリフト代・
宿泊費・プログラム費含む

（最後の夜）

ＪＲ千葉駅NTT前
バス着

(ヤックス自然学校会員)

１６名（最少催行人員 ８名）
貸切バス
ヤックスドラック佐倉店（7:00/20:00）
ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前
（8:00/19:00）※バス移動は、A・B・Ｃと合同

私たちが今できること
は、未来を担う多くの子
どもへより良い自然体験
のチャンス（機会）を提
供することです。

E おすすめポイント「信州 雪国体験」

１２/２７(水)～３０(土)

●開催地

小１～小6 初心 初級 中級

３ 泊４ 日

１０回

●定 員
●交 通
●集合/解散

午後

1日目

最終日

スキーレッスン

(一般)

キャンプ中は、スキー技術の向上だけ
でなく、たくさんの自然の素晴らしさ、
雪の神秘性も一緒に楽しんでください。
転ぶことは当たり前で、何度も立ち上
がってチャレンジする心を大切にしても
らいたいと思います。
人とのふれあい、自然
とのふれあいが詰まって
いるスキーキャンプに是
非とも参加しましょう。

D おすすめポイント

「長期だからこその魅力」
キ ャ ン プ 生 活 を 通 し て、自
然・自分・仲間と向き合う機会
に恵まれています。心と体で感
じてみよう！行動してみよう！

Ａ～Ｄ 共通

スケジュール（例）

の り く ら

＋かんじきハイキング

●レベル対象

※バス移動は、Ｄと合同

４日間の集団生活の
中 で は、お 友 達 と の ふ
れ あ い も 出 て き ま す。
励 ま し あ い、時 に は ラ
イ バ ル 心 が、ス キ ー 上
達 へ 結 び つ き ま す。お
友達と滑る楽しさも味
わおう。

中上級

小学４年～６年
中学１年～３年
高校１年～２年
はじめて～スキー初級・中級・中上級

●対 象

Ｃ・Ｄ合わせて ９０名（最少催行人員 2８名）
貸切バス
ヤックスドラック佐倉店（7:00/20:00）
ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前
（8:00/19:00）

「スキーもふれあいも楽しもう」

「スキーに慣れるための最適ゲレンデ」

●開催日

福島県南会津郡 南会津町 たかつえスキー場
福島県南会津郡 南会津町 会津アストリアロッジ・会津高原ホテル

中級

※往復交通費・食費（２５日夕食～３０日昼食まで）・
期間中のリフト代・宿泊費・プログラム費含む

(ヤックス自然学校会員)

C おすすめポイント

B おすすめポイント

５回

●開催地
●宿泊先

（期間中）

（ABD共通）

スキーレッスン

１２/２５(月)～３０(土)

●参加費（税込）

●レンタル（期間中） スキー３点セット 6,000円
スキーウェア
5,000円
ヘルメット
2,500円

はじめて～スキー初級・中級

●レンタル（期間中）スキー３点セット5,000円 スキーウェア4,000円

北アルプス 白馬乗鞍温泉スキー場

●開催日

99,800円
96,800円

たかつえスキー場
会津高原ホテル

小学１年～６年／中学１年～３年／高校１年～２年
はじめて～スキー初級・中級・中上級

●対 象

(ヤックス自然学校会員)

小学１年～６年

初日の夜は
「クリスマス会」

65,800円

●開催日
●開催地

初心 初級

とことんスキーをしたい子、集まれ～！６日間の全日
程でスキーをします。それぞれのレベルに合わせて多彩
なコースを滑り込みましょう。たくさん滑ることが、上
達への道。

※往復交通費・食費（２７日夕食～３０日昼食まで）・期間中のリフト代・宿泊費・プログラム費含む

※往復交通費・食費（２５日夕食～２７日昼食まで）・期間中のリフト代・宿泊費・プログラム費含む

●対 象

小４～高２

中期のキャンプ日数なので、ワン・アップの滑りに
チャレンジ。
スキーがはじめての子から中上級者まで満足して滑
れるコース設置。緩やかなコースで足慣らしができた
ら、中急斜面にレッツ・トライ。より長い距離をス
ピードに乗って、爽快に滑りましょう。

宿舎の目の前がゲレンデなので、初
日も最終日もスキーができ、時間いっ
ぱいスキーを楽しみましょう。なだら
かな斜面でたくさん滑って滑る感覚を
養ったら、最終日には、スピードや斜
面の変化にチャレンジ！初心者から経
験者まで各々のレベルに合わせて滑る
短期のコースです。

１２/２５(月)～２７(水)

たかつえスキー場
福島県南会津郡 南会津町 会津アストリアロッジ
福島県南会津郡 南会津町

５ 泊６ 日

小１～高２

初心 初級 中級 中上級

初心 初級 中級

１２/２５(月)～２７(水)

●参加費（税込）

３ 泊４ 日

夜
25日：クリスマス会
26日：室内レクリエーション大会
27日：グループタイム
28日：グループタイム
29日：室内レクリエーション大会
ヤックスドラック佐倉店
ＪＲ千葉駅NTT前 バス着

手作り「しおり」でさらなるコミュニケーション
キャンプリーダーは、活動中の子どもを
「見て」「聞いて」「触れる」ことで、健
康とこころの安全に努めています。
また、しおりの「日記のページ」や「健
康チェック欄」に目を通すことで、子ども
のカウンセリングに役立てています。

スキー検定会やっています！
ヤックス自然学校では、独自のスキー検定会を取り入れてい
ま す。子 ど も が ど の 位 滑 れ る よう に
なったか、ひとりひとりにヤックス自
然学校認定級をつけ、認定証を差し上
げます。
ヤックスのスキーランキングは
“のこぎり山級～エベレスト級”
までの６０段階で表しています。

スキーキャンプの様子

バス内は、楽しくレクリエーション
●レンタルについて

ブーツ合わせ

※「スキー3点」はスキー板、ストック、ブーツの3点です。

年齢・体力・経験別にスキーレッスン

初心者は、少しずつ道具に慣れよう

※小物（ゴーグル、手袋）のレンタルはございません。

少しずつ滑る距離を伸ばそう

止まり方を覚えたら、リフトへＧＯ！

※当校は、参加者の安全を考慮し、スキーレッスン中のヘルメットの着用をおすすめしております。

ヒコーキのポーズでバランス良く滑ろう

※レンタル代は、別途料金になります。

スピードや斜度の変化も楽しもう！

仲間とのふれあいも楽しみのひとつ

より高い山の級を目指して、スキー！

※天候、交通事情、参加人数などにより集合解散場所や交通手段、プログラム内容が変更になることがあります。

