NPO 法人 千葉自然学校 冬春キャンプのご案内
釣りが初めてでも大丈夫！泊りは民宿！

冬のガチ釣りキャンプ

高学年限定（小４～中 2）釣りキャンプ！

春のガチ釣りキャンプ

冬ガチ

２月２６日（土）～２７日（日）

春ガチ

３月１9 日（土）～２1 日（月祝） ２泊３日（大房岬自然の家泊）

●冬のガチ釣りコース 2/26（土）～27（日）
初めてでも大丈夫！民宿泊だから釣りの時間が取
れ、キャンプが初めてでも安心です。釣れた魚は、
美味しく食べよう。みんなで釣りを楽しもう。
●対象
●参加費

１泊２日（サンセットビーチインかわな泊）

●春のガチ釣りコース 3/19（土）～21（月祝）
高学年限定！宿泊場所に行く前に釣り開始！
大房岬周辺の漁港・公園内地磯を釣り歩きます。
とことん釣りを楽しむ 3 日間。

【冬ガチ】小学 1～6 年生 定員 15 名（最少催行人数 8 名）【春ガチ】小学 4～6 年生 定員 24 名（最少催行人数 12 名）

23,000 円（CNS クラブ会員）
26,000 円（一般）

30,800 円（CNS クラブ会員）
33,800 円（一般）

※費用に含まれるもの：食費（1 日目の夕食～最終日昼食）
、宿泊費、プログラム費等。※集合場所～岩井駅または、富浦駅までの往復交通費は別途必要）

●集合/解散【冬ガチ】集合 JR 千葉駅 8:00/JR 岩井駅 10：15
解散 JR 千葉駅 16:30/JR 岩井駅 14：30

●交通 電車

【春ガチ】集合 JR 千葉駅 8:00/JR 富浦駅 10：15
解散 JR 千葉駅 16:30/JR 富浦駅 14：30/現地 14：15

冬ガチ

緊急追加企画

民宿からすぐの漁港に出かけます。

●交通

電車

春ガチ
自然の家から釣り場までハイキン

釣りが初めてでも大丈夫！

グ！漁港に行くか、磯の近くで釣

簡単な仕掛けで釣りを覚えよう！

るか。釣りに集中の 3 日間。

釣った魚は唐揚げ、てんぷらで
美味しくいただきましょう！
春ガチは自分でさばいて食べよう。

公園を探検、お宝探し当てお土産ゲット！

・ガイドハイク ・星空観察 ・たき火

親子プログラム～星と森と海辺の物語～

あつまれたいぶさの森

真冬のチャレンジ・探検に出発！

大房岬でドキドキ探検キャンプ

初心者でも安心の施設泊での野遊びです。冬ならではの星
空観察、たき火でスィーツ、森での遊びを紹介します。

●日程 1 月 22 日（土）～23 日（日）1 泊 2 日
●場所 南房総市 大房岬自然の家（施設泊）
●対象 親子 定員 8 組 24 名（最少催行人数 5 組 15 名）
●参加費用 13,500 円（大人）
12,000 円（中学生以下）
※現地集合・解散となります

探検の旅へ出発。海岸洞くつ、森にひそむ古い建物、きれ
いな海岸のどこかにお宝が。お土産ゲットだ！

●日程 2 月 12 日（土）～13 日（日）1 泊 2 日
●場所 南房総市 大房岬自然の家（施設泊）
●対象 小学 1～6 年生 定員 24 名（最少催行人数 12 名）
●参加費用 15,800 円（CNS クラブ会員）
18,800 円（一般）
●交通 電車 バス
【集合】

【集合】

千葉駅 8:00/富浦駅 10:15

大房岬自然の家

12：30

【解散】

【解散】

千葉駅 16:30/富浦駅 14:30

大房岬自然の家

11：30

【費用に含まれるもの】

【費用に含まれるもの】

食費（1 日目夕食～最終日昼食、

食費（1 日目夕食～最終日朝食、

宿泊費、プログラム費等）
※集合場所～富浦駅までの往復

宿泊費、プログラム費等）

・海の見えるキャンプ場

・テントとたき火の生活！

交通費（電車代）は別途必要

森のひみつの場所に我々だけの基地を作ろう！
春休みは秘密基地作にみんな集まれ！
自然の材料で環境に優しく仕上げよう。
今回はどんなアイデアが生まれるかな。

春休みスペシャル

秘密基地キャンプ
●日程 3 月 26 日（土）～28 日（月）
●場所 南房総市 大房岬自然公園キャンプ場（テント泊）
●対象 小学 1～6 年生 定員 24 名（最少催行人 8 名）
●参加費用 32,800 円（CNS クラブ会員）
35,800 円（一般）
●交通 電車 バス
【集合】
千葉駅 8:00/富浦駅 10:15
【解散】
千葉駅 16:30/富浦駅 14:30
【費用に含まれるもの】
食費（1 日目夕食～最終日昼食、
宿泊費、プログラム費等）
※集合場所～富浦駅までの往復
交通費（電車代）は別途必要

※各キャンプ共通事項：天候・参加人数・社会情勢等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。

お申し込み・問い合わせ

ハロートラベル千葉自然学校予約センター
電話受付窓口：平日 10:00～18:00（月曜定休・留守電有り）

TEL:
E-mail:cns-camp@aroma.ocn.ne.jp

FAX:043-202-7237
HP:http://www.chiba-ns.net

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。
千葉自然学校
〒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
※キャンプ内容については、NPO 法人千葉自然学校 TEL:043-202-7173 E-mail:camp@chiba-ns.net までお問合せください
※【中止について】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 日目にあたる前までに連絡させていただきます。
※【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下記の料率で取消料を申し受けます。
（宿 泊）20～8 日前は 20%、7～2 日前は 30 %、前日は 40 %、当日は 50%、開始後又は無連絡不参加時は 100%になります。
（日帰り）7～2 日前は 30 %、前日は 40 %、当日は 50%、開始後又は無連絡不参加時は 100%になります。
<<旅行企画>> （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 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

旅行業務取扱管理者：橋口和美 <<企画運営>> NPO 法人 千葉自然学校

