
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」    FAX:043(202)7237 

     〒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 

                          
 

・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：活動終了後、活動報告と共に活動写真をお届けします。 

・ブログ ：専用ブログにて活動の様子や行き帰りの運行状況を更新します。 

 

 

    
←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！ 

活動報告／活動写真／ブログ   

                      

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。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。 

安全への配慮   

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 
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 
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。 
 

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。（未入金を含みます。） 
 

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。 
 

その他 
・このパンフレットは、平成28年2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] 株式会社ハロートラベル千葉営業所 
 

東京都知事登録旅行業 第2-2884号 （一社）全国旅行業協会正会員 

〒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:浅井 信 

取消日 取消日 

21日前 無料 
20～8日前 20％ 

前日 40％ 
当日 50％ 

開始後・無連絡不参加 100％ 

宿泊の旅行 

7～2日前 30％ 

日帰りの旅行 

取消日 取消日 

4日前 無料 
3日前～当日 50％ 

開始後・無連絡不参加 100％ 

保護者からの声 ＊昨年度 サマーキャンプ思い出会アンケートより（一部抜粋） 

 クラス替えで苦手なお友達

と同じクラスになり、トラブ

ルが多く、大変な時期があり

ましたが、キャンプの後か

ら、少しずつ距離が縮まり、

仲良くなっていきました。初

対面のお友達やリーダーさん

達と過ごす間に心の成長が見

られ、それが良い方向につな

がったと思います。 

（小学校中学年・保護者）  

 ブログでキャンプの様子を

知ることができたのは良かっ

たです。ここは、リーダーさ

んが積極的に子どもと接して

くれていて、印象が良かった

です。 

 

（小学校中学年・保護者）  

 母と離れて不安だらけの息

子は、リーダーさんの優しさ

に助けられ、乗り越えられた

事を一番の喜びにしていまし

た。大きな自信をつけ、再

チャレンジを希望していま

す。夏の一番の思い出になり

ました。子どもの目線で一緒

に楽しむリーダー達がとても

頼もしかったです。 
 

 （小学校低学年・保護者） 
 初めてのキャンプで親子

共々、ドキドキ。子どもは楽し

く帰ってきました。また、お手

伝いを良くしてくれるようにな

りました。 

（幼児・保護者）  

 4泊5日を終え、帰宅後は妹に

優しく接していて、びっくりし

ました。「お兄さんになったん

だな～」とはじめて実感しまし

た。（小学校低学年・保護者）  

                
①キャンプの予約 

 電話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。 

・申込書の郵送と参加費用を、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。 
 

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。） 
 

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。 

申込み方法 

 

 

 

  

 独立行政法人国立青少年教育機構の調査

研究によると、「体験」に伴う教育的な効

果についての報告されています。。 

 

（一部を抜粋） 

体験が豊富な青少年ほど 

●大人になってからの「やる気」「生きがい」「モラル」「人間

関係能力」などの資質・能力が高い傾向がある。 
 

子どもの頃の体験の例 

動植物とのかかわり/自然体験/家事手伝い/地域活動/家族行事/友達とのあそび 
 

生活体験が豊富な青少年ほど 

●道徳観・正義感が強い傾向がある 
 

              詳しくはコチラ＞＞＞ 
http://taikennokaze.jp/wp-content/uploads/ 
taikennokaze_pamphlet2_2015-12.pdf 

子どもの頃の体験は 

豊かな人生の基盤になる！ 
２０１６ ファミリープログラム（親子２名～） 

「お父さん お母さんだって、自然の中で遊びた～い！」 

「興味はあるけど、なかなかチャンスがなくって・・・」 

というファミリーの皆さん、お出かけのチャンス！ 

ヤックス自然学校スタッフが楽しく・安全にプログラムを提供いたします。 

  

親子で 

体験・感動・発見！ 
会員のご家族（大人）も、 

会員価格でご参加できます！ 

親子de夜の鴨川シーワールド探険 

新企画！親子参加の枠を作りました。 

●開催地/宿舎：千葉県鴨川市「鴨川シーワールド」 

①ママさんDay １２/３（土）～４(日）  

②パパさんDay １/２１（土）～２２(日）   

●対象：親子2名～  
 ①は、お母さんと子ども（小学生） 

  ②は、お父さんと子ども（小学生）  ※専用チラシは、10月頃ご案内予定 

1泊2日  親子スキーツアー 

毎年好評！ 

無料スキーレッスン付き。 

①２/ ３（金）夜発～ ５(日）  

②２/１７（金）夜発～１９(日）  

※専用チラシは、 

 10月下旬ご案内予定 

1.5泊3日 

  稲刈り体験＆流しそうめん 

稲をひとつひとつ手で刈り取ります。流しそうめんも毎年大好評！ 

●日程：８/２７（土） ※悪天候の場合、8/28(日）に順延 

●開催地：千葉県長生郡長南町水沼「みんな田んぼ」 

                  長南町「笠森キャンプ場（長南町野営場）」 
●対象：親子２名～（4歳以上） ●定員：40名（最少催行人員 24名） 

●費用(税込)： おひとり4,000円(会員)／4,500円(一般) 

  ※キャンプ場使用料・食費（27日昼食）・プログラム費含む ※3歳以下のご参加は500円 
●集合/解散：笠森キャンプ場10:00/笠森キャンプ場 14:30 

●協力：田邉満穂商店 

日帰り 

※うれしい特典： 秋には、みなさんが刈ったお米を送付いたします！ 

午前 

現地 集合・開校式 

アイスブレイクゲーム 
（田んぼへ移動） 

稲刈り体験 

午後 
（キャンプ場へ移動） 

流しそうめん（昼食） 

閉校式・現地解散 

スケジュール（例） 

  田植え体験＆おもしろ簡単アウトドアクッキング 

お米（ご飯）ってどうやってできるのかな？ひとつひとつ苗を植える体験。 

●日程：４/３０（土） ※少雨決行・悪天候の場合、5/1(日）に順延 

●開催地：千葉県長生郡長南町水沼「みんな田んぼ」 

                  長南町「笠森キャンプ場（長南町野営場）」 
●対象：親子２名～（4歳以上） ●定員：40名（最少催行人員 24名） 

●費用(税込)： おひとり4,000円(会員)／4,500円(一般) 

  ※キャンプ場使用料・食費（30日昼食）・プログラム費含む ※3歳以下のご参加は500円 
●集合/解散：笠森キャンプ場10:00/みんな田んぼ 14:30 

●協力：田邉満穂商店 

日帰り 

※うれしい特典： 秋には、みなさんが植えたお米を送付いたします！ 

午前 

現地 集合・開校式 

アイスブレイクゲーム 

アウトドアクッキング 

（昼食） 

午後 
田んぼへ移動 

田植え体験 

閉校式・現地解散 

スケジュール（例） 

 ＧＷファミリーキャンプ教室 

はじめてでも安心！自然学校スタッフがご家族の自然体験活動をお手伝いさせていただきます。 

●日程：①５/３（火・祝）～４（水・祝）  ②５/４（水・祝）～５（木・祝） 

●開催地：千葉県長生郡長南町「笠森キャンプ場（長南町野営場）」 ※林間、テントサイト草地 

●対象：親子２名～   ●定員：各回15家族（最少催行人員  各回5家族） 

●費用(税込)： ひと家族 各回10,000円(会員)／11,000円(一般) 
 ※キャンプ場使用料・プログラム費含む(ひと家族5名・車1台まで、テントサイト一区画です）  
  おひとり様増ごとに1,000円プラス 
●集合/解散：笠森キャンプ場 13:30～/ 笠森キャンプ場11:30頃 

1泊2日 

1日目 

チェックイン・レンタル貸出し・開校式 

野外ゲームでアイスブレイク 

アウトドアクッキング（ご家族でご用意ください） 

キャンプファイヤー・ナイトハイキング 

テント泊 

2日目 

朝食（ご家族でご用意ください） 

キャンプのプランニング/ハイキング 

選択プログラム ※別途、材料費がかかります 
（ダッチオーブン料理・簡単染物・ネイチャークラフト等） 
チェックアウト 

スケジュール（例） 

旅行企画 株式会社ハロートラベル  企画運営 ヤックス自然学校 
  ←ヤックス自然学校 ホームページ 

      URL: http://www.yacs-ns.jp/ 

ワンコイン  お試し会のご案内 

●日程 2016年4月16日（土） 

●会場 千葉公園（千葉県千葉市弁天3-1-1 ） 

●費用 親子１組（2名）500円  ※１名追加に付き、100円プラス 
 

休日は、親子一緒になって自然体験！ 

     ＜＜詳細はコチラ   http://yacs-ns.jp/camp/2016_otameshi.html 

はじめての方大歓迎！ 

 

子ども 対象 
幼児(年中～)・小学１～６年生 

 

ファミリー対象 
     親子２名～ 

  

      ヤックス自然学校 
  Learning by doing! ～自ら体験し、そして学ぼう～ 

2016.4月～2017.3月 

秋 夏 春 冬 

※会員とはヤックス自然学校会員のことです。  ※年間スケジュールは、天候・参加者人数によって、体験プログラムの内容を変更する場合があります。 

                

ヤックス自然学校 事務局まで    Tel:043(202)7070  

Eﾒｰﾙ yacs-camp@chiba-ns.net    ホームページ http://www.yacs-ns.jp/ 

キャンプ内容についてのお問い合わせは 



  

             古民家に泊まろう！ ホームスティ  

     季節に合わせて全５回シリーズ・単発参加ＯＫ！ 

築１８０年 

かやぶき屋根 

少人数制 

田舎暮らし 

小１～６ 

1泊2日～ 

 

子ども週末キャンプ in笠森キャンプ場 

 キャンプ場で過ごす全４回シリーズ・単発参加ＯＫ！ 

 

１泊２日 幼児（年中～） 

テント泊 小１～６ 

●開催地/宿舎：千葉県長生郡長南町「笠森キャンプ場（長南町野営場）」 

●対象：キッズコース  ：幼児（年中～）   

わんぱくコース ：小学１～６年生 

●定員：わんぱくとキッズコース合わせて 各回40名（最少催行人員 各回24名） 

●費用(税込)： 初回 11,000円(会員)  各回 15,500円(一般) 

※集合場所～現地までの往復交通費・食費(1日目夕食～2日目昼食まで)・宿泊費・プログラム費含む 

※現地・茂原駅集合解散の方は、JR千葉駅-JR茂原駅間の往復交通費（電車）580円引き 

※キャンペーン利用時のキャンセルは、その回の費用に対してキャンセル規定を適応します。 

●交通：電車、貸切バス    

●集合/解散：ＪＲ千葉駅東口 8:30/16:15 ＪＲ茂原駅10:00/15:00 現地10:30/14:30 

 
１日目 

  8:30 JR千葉駅東口 集合（電車移動） 

10:00 JR茂原駅 集合（貸切バスで移動） 

10:30  現地 集合・到着 
 

アイスブレイクゲーム 

昼食（持参の弁当） 

昼間のアクティビティー（各回） 

夕食 

夜のアクティビティー（各回） 

テント泊 

２日目 

朝の集い 

朝食 

昼間のアクティビティー（各回） 

昼食 
 

14:30 現地 出発/解散（貸切バスで移動） 

15:00 JR茂原駅 解散（電車移動） 

16:15 JR千葉駅東口 解散 

※お風呂には入りません。お家に帰ったら 

 思いっきり洗ってください。 

スケジュール（例） 

成長過程に合わせて、小学生と幼児でそれぞれのペース、それぞれの満足度に合わせて活動できるように、「わんぱくコース」と「キッズコース」を設置。 

大自然の中で、子どもの感性のアンテナを磨こう！ 

キャンプ場での宿泊を伴う活動です。朝日のまぶしさ、森の鳥たち、虫たちの

鳴き声、夜になればまたたく星空。朝昼夜、春夏秋、自然のありのままの表情を

ダイレクトに感じることができます。 

また、便利な道具や都会の音、明かりが届かないシンプルな生活環境だからこ

そ、子どもの心とからだをフルに動かし、遊び、生活することができます。各

テーマに沿って、自然の中で出会った仲間と一緒になって思いっきり遊ぼう！ 

キャンプに行けば行くほど 
参加費が安くなる！ 

ヤックス自然学校会員 限定企画 
 

参加回数に応じて割引！  

ヤックス自然学校会員の方には、活

動に参加する度に参加費用が安くなる

特典を設けます。 

参加費1１,000円（会員価格）から

スタートし、2回目以降は1,000円ず

つ割引き。 
 

【対象のキャンプ】 

わんぱくコース・キッズコース 

※ご予約の際に、企画利用の旨を 

必ずお伝えください。 
 

※会員の兄弟は、キャンペーン割引の対象になりません。 

 一律11,000円（会員価格）でご案内。 

●初回 参加費11,000円からスタート 

●２回目 -1,000円 

３回目 -2,000円 ● 

４回目 -3,000円 ● 

キャンペーン実施中！ 

 
      その他 祝日・週末キャンプ 

 
1泊2日～ 小1～6 幼児（５才児～） 

 
馬とふれあう、自分と向き合う貴重な時間 

９/１０(土)～１１(日)  【１泊２日・テント泊】 

●開催地/宿舎：静岡県御殿場市 ビックマウンテンランチ 

●対象：小学１～６年生・中学１～３年生 
●定員：24名（最少催行人員12名） ●交通：電車・路線バス 

●費用(税込)：21,800円（会員）   

 ※交通費・宿泊費・食費(10日昼食～11日昼食まで)・プログラム費含む 

●集合/解散：ＪＲ千葉駅東口 7:15/18:15 

1日目：乗馬体験① 

           アウトドアクッキング 

２日目：乗馬体験②     

スケジュール（例） 

 
いちご好き集まれ！旬を味わおう。 

３/１８(土)～１９(日)  【１泊２日・施設泊】 

●開催地/宿舎：千葉県君津市 君津亀山少年自然の家 

●対象：小学１～６年生・幼児(年中・５才児～） 
●定員：40名（最少催行人員24名）●交通：電車・施設のバス 

●費用(税込)：13,800円（会員） 16,800円（一般）   

 ※交通費・宿泊費・食費(18日夕食～19日昼食まで)・プログラム費含む 

●集合/解散：ＪＲ千葉駅東口 8:30/16:15  ＪＲ君津駅南口 10:15/15:00 

1日目：いちご狩り体験 

           ハイキング 

２日目：アウトドアクッキング 
    （いちごを使ったおかし）     

スケジュール（例） 

 
感覚をフルに使い、海のホンモノに触れよう！ 

５/３(火・祝)～５(木・祝)  【２泊３日・施設泊】 

●開催地/宿舎：千葉県南房総市 大房岬自然の家 

●対象：小学１～６年生 
●定員：24名（最少催行人員 12名） ●交通：電車、路線バス 

●費用(税込)：29,800円（会員） 32,800円（一般）  

 ※交通費・宿泊費・食費(3日夕食～5日昼食まで)・プログラム費含む 

●集合/解散：ＪＲ千葉駅東口 8:30/18:15 

       ＪＲ富浦駅   10:50/16:00 

１日目：課題ハイキング 

２日目：磯あそび・カニ釣り 

３日目：海釣り 

    アウトドアクッキング 

スケジュール（例） 

 
水族館を貸切！めったいに出来ないわくドキ体験。 

①１２/３(土)～４(日)  ②１/２１(土)～２２(日) 【１泊２日・施設泊】 

●開催地/宿舎：千葉県鴨川市 鴨川シーワールド 

●対象：小学１～６年生 
●定員：4５名（最少催行人員24名）  ●交通：貸切バス 

●費用(税込)：22,800円（会員） 25,800円（一般）   

 ※交通費・宿泊費・食費(初日夕食～2日目昼食まで)・プログラム費含む 

●集合/解散：ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前 8:30/17:00   

       ＪＲ君津駅南口9:30/16:00  現地10:30/14:45 

1日目：昼間・夜のシーワールド探検 

           水槽の前で宿泊 

２日目：イルカタッチ（予定） 

    昼間のシーワールド探検 

スケジュール（例） 

 
●開催地：千葉県長生郡長南町「みんな田んぼ」 

●宿舎：       笠森キャンプ場（長南町野営場） 

●対象：小学１～６年生/幼児(年中～) 
●定員：各回40名（最少催行人員24名） ●交通：電車、貸切バス 

●費用(税込)：12,800円（会員）15,800円（一般）  

 ※交通費・宿泊費・食費(1日目夕食～2日目昼食まで)・プログラム費含む 

●集合/解散：ＪＲ千葉駅東口 8:30/16:15 

       ＪＲ茂原駅     10:00/15:00 

田植え＆ドラム缶風呂 
土に触れ、農に触れる年に一度きりの体験です！ 

4/30(土)～5/1(日)  

 

 

 

 

 

 

稲刈り＆新米をいただきます 
稲刈りの楽しさと苦労を感じ、食への関心を高めます。 

8/27(土)～28(日)  

 

 

 

 

 

 

1日目：田植え 

            ドラム缶風呂体験 

２日目：生き物探し 

    野遊び 

スケジュール（例） 

1日目：稲刈り 

     ドラム缶風呂体験 

２日目：お釜で新米を炊こう 

    ハイキング 

スケジュール（例） 

1泊2日・テント泊 

※会員とはヤックス自然学校会員のことです。  ※年間スケジュールは、天候・参加者人数によって、体験プログラムの内容を変更する場合があります。 

自ら体験し、そして学ぼう！ 

Learning by Doing ! 

現在、私たちの住む社会は様々な問題を抱えています。文明や科学が発

達し、暮らしが豊かになった分、失ってしまったものも多いように思いま

す。社会や環境、学校が変化しつつある今日、忘れかけていた人間の感性

をもう一度取り戻すためにも、｢Learning by Doing！（自ら体験し、そし

て学ぼう！）｣を合言葉に、普段、学校や家庭では味わうことのできない自

然体験活動を実践していきます。 

大人は、未来を担う子どもたちへ、より

良い自然体験のチャンス（機会）を与える

ことが責任です。子どもたちには自分を大

切にし、個性豊かな人間に成長して欲しい

です。 

また、「自分の身は自分で守る」という

力を持った人間になって欲しいと強く願っ

ています。 
総合ディレクター  

小松敬（ボクサー） 

 

 

★ヤックス自然学校とは 
 

 ㈱千葉薬品が社会貢献事業の一環として、４０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1９万人以上の方が参加して 

います。 
 

★テーマは「ふれあい」 
 

ヤックス自然学校は、自然体験活動プログラムを通して、３つの

ふれあいを大切にしています。 

 

1. 人と人とのふれあい 

2. 人と自然とのふれあい 

3. 人と文化とのふれあい  文化 

人 

自然 

ふれあい 

 

 
 

 

 

 

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キャンプ会員にご登録ください。 
 

入会金（おひとり）…１,０００円（初年度のみ） 

年会費（ひと家族）…４,５００円（平成2９年3月31日迄有効） 

 
 

【特典】 

① パーソナルレコード（個人の行動記録）の発行 
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。 
 

② 会員割引 

 活動に会員価格で参加できます。会員のご家族も会員料金で参加できます。 
 

③ 優先案内 

 一般募集に先駆けて、プログラムのご案内をいたします。 
 

④ 機関紙の発送 

２ヶ月に一度、スタッフとリーダー手作りの機関紙『めぐりあい』をお送りいたし

ます。 
 

⑤ プレゼントのチャンス！ 

活動（プログラム）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２０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！ 

ヤックス自然学校会員は特典がいっぱい！ 

平成２８年度 ヤックス自然学校会員 募集中 

子どもと一緒に活動するスタッフは… 

子どもの目線に合わせた、後押し方のカウンセリングを

行うことで、子ども本来が持つ力を自然や集団の中で発

揮できるようにサポートします！ 
 

 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、スキー指導、児童心理

学、安全管理（救急法）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人にひとり、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。 

 
 

 

 

 

★ディレクター紹介  
各キャンプには、 

経験豊富な自然学校職員が同行します。 

 
          

橋口和美（たこはち） 富田拓郎（のりべん） 

事前の電話連絡をしています（キャンプ実施の２～３日前） 
 担当の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。 

ヤックス自然学校の沿革 
 

1976年 千葉市花見川団地にスーパーヤックス花見川店のOPEN企画として 

     第1回スキーキャンプを猪苗代湖にて開催。 

1977年 第1回サマーキャンプを丹沢にて開催。 

1980年 ファミリーオートキャンプを笠森で開催。 

     親子で楽しめる自然体験プログラムを始める。 

1992年 週末のDaycampをはじめて開催。 

1993年 日本アウトドアネットワーク(JON)に加盟。 

    大手企業のファミリープログラムを受託。 

1996年 各種専門学校のキャンプ実習を受託。 

   ヤックス少年団20周年式典開催。 

1999年 「ヤックス少年団」から「ヤックス自然学校」へ改名。 

   自然学校会員制を導入。機関紙を毎月発行。 

2000年 自然体験活動推進協議会(CONE)会員となる。 

   文部科学省委嘱事業「子ども長期自然体験村」を千葉県長生郡長南町で開 

     催。20泊21日の指導運営に携わる。以降、2002年まで継続して実施する。 

2001年 専門学校の非常勤講師を受託。 

     親子を対象としたお米作り体験など地域の活性化にも力をそそぐ。 

2002年 小中学校の週五日制に合わせて､週末活動を年間通じてより充実させる。 

2003年 子どもゆめ基金の助成を受け、千葉県長生郡長南町で「大冒険キャンプ」 

     17泊18日を開催。 

2007年 ヤックス自然学校30周年記念式典開催。 

2008年 NPO法人 千葉自然学校に企画運営・指導協力。 

2009年 日本振興財団ＣＡＮＰＡＮ 第4回ブログ大賞 教育部門賞 受賞。 

2010年～子ども・ファミリー・シニア・企業等、幅広い層を対象により良い自然体験活 

     動を継続して提供しています。 

第４０回 （夏休み） 

サマーキャンプ 
※専用チラシは、５月下旬にご案内 

７月末～８月末に開催予定 
参加対象 

幼児・小学１～中学３年生 

第４１回 スキーキャンプ 
（冬休み）※専用チラシは、１０月下旬にご案内 

１２月末に開催予定 

参加対象：幼児・小学１～高校３年生 
 

週末スキー（１～２月） 

・ひとりでスキー（バス移動） 

・ＧＯＧＯスキートレイン（新幹線利用） 

※専用チラシは、１０月下旬ご案内 
 

第４１回 春のスキーキャンプ 
（春休み）※専用チラシは、１月中旬にご案内 

３月末に開催予定 

参加対象：幼児・小学１～高校３年生 

   サマーキャンプ・スキーキャンプ 

 わんぱくコース（小学１～６年生） 

あそびの達人 ～ぼくらのかくれ家作り～     

５/２８(土)～２９(日) 
テーマは創意工夫とチームワーク。 

自然と、出会ったお友達と遊ぼう。 
 

作戦タイム・かくれ家作り・キャンプファイヤー 
かくれ家で遊ぶ・おにぎり作り  

クッキングの達人 ～ワイルド系・アイディア料理・スイーツ～ 

６/２５(土)～２６(日) 
野外での料理は、五感をフルに使います。 

心と体への刺激と、様々な料理方法にチャレンジ！ 
 

食材ゲットゲーム・料理①・キャンプファイヤー 
料理②・料理③ 

火の達人 ～とことん火と向き合おう～   

１０/２２(土)～２３(日) 
火を作り、火で温かさを取って、料理をしよう！ 

火は人間の本能を呼び覚してくれます！ 
 

原始の火おこし・たき火を使って料理・たき火 
焼き板クラフト（オリジナルペンダント作り） 

ファイナルパティ― ～ティピー村を作って・過ごす～    

１１/１２(土)～１３(日) 
最終章！培ってきた力を発揮せよ。 
 

ティピー作り・パーティーの準備（料理） 
たき火パーティー、ティピー泊 
ティピーで遊ぼう・過ごそう 

 

 

 

 

 

 キッズコース（年中～） 

森のかくれ家あそび    

５/２８(土)～２９(日)   

森の中にかくれ家を作ろう！ワクワク・ドキドキの２日間。 
 

①「森たんけん」竹はどこにある？どこにかくれ家を作ろうか？ 
②「かくれ家作り」のこぎりでギコギコ。竹を切り出して 
③「でっかいおにぎり作り」かくれ家で食べよう 

わくわくクッキング    

６/２５(土)～２６(日)  

火をおこして、薪をくべて…自分たちで作っちゃおう！  

①「なぞ解きハイキング」材料はどこに隠された？ 
②「ゼロから作る・ぐるぐるパン」薪も竹棒もパン生地も！ 
③「ジャンボピザ作り」どんなトッピングにしようかな？ 

どんぐりコロコロ博士（はかせ）    

１０/２２(土)～２３(日) 
どんぐりを使ってクッキングやクラフトで遊ぼう。 
 

①「どんぐりハイキング」よく見るといろんな形があるよ 
②「どんぐりクッキー」どんぐりをトッピングして 
③「森のどうぶつ作り」どんぐりや松ぼっくりを使うよ 

たき火でクッキング    

１１/１２(土)～１３(日) 
どんな落ち葉がよく燃えるかな？ 
たき火でおいしいものを作ろう！ 
 

①「たき火体験」温まろう、薪や落ち葉を集めよう 
②「焼きいも/マシュマロ焼き」たき火でクッキング 
③「森のお弁当作り」森の妖精から注文がきたぞ～。 

 

 

 

 

のどかな里やまで過ごす、のびのびろくすけ時間  

 かやぶき屋根のお家に泊まりに行こう！日本の里１００選

に選ばれたこの地域は、自然の恵みがいっぱい。果実や作物

を採って食べることは喜びであり、自然と生活のつながりを

体で覚えていきます。 

 また、地域のおじいちゃん、おばあちゃんとのふれあいを

通して古き良き里山文化にふれることは、今を生きる子ども

にとって貴重な体験。 

 子ども自身が生活・あそびを作りあげるスタイルで実施す

るため、少人数制となっています。 

●開催地/宿舎：千葉県南房総市 「古民家ろくすけ（屋号）」 

●対象：小学１～６年生   ●定員：限定１６名（最少催行人員 各回7名） 

●費用(税込)：1泊2日 各回 13,800円(会員)   16,800円(一般) 

※交通費・食費(1日目昼食～2日昼食まで)・プログラム費含む 

※ご自宅～岩井駅までの交通費は別途必要 例／千葉－岩井駅間 小人往復（電車）1,320円 

●交通：電車、路線バス    

●集合/解散：ＪＲ千葉駅東口7:45/17:15 ＪＲ岩井駅9:45/15:15 

 

１日目 

7:45 JR千葉駅東口 集合・出発（電車移動） 

9:45 JR岩井駅 集合（路線バスで移動） 

現地到着・昼食 

やりたいこと会議・あそび 

各回のアクティビティー 

夕食作り 

 夕食/入浴 

古民家泊 

２日目 

朝食 

やりたいこと会議・遊び 

ろくすけ畑での収穫・植え付け・お手入れ 

昼食 

現地出発（路線バスで移動） 

15:15 JR岩井駅 解散（電車移動） 

17:15 JR千葉駅 解散 

 

スケジュール（例） 

１泊２日 

長雨編   ６/１１（土）～１２（日）  

「仕込みをしよう&ホタル探し」 
夏が楽しみだぁ。みんなの畑を作ろう！ 

お盆編   ８/１２（金）～１５（月）  

「里うみで海水浴＆お盆を田舎で過ごそう」 
※詳細（参加費等）は、第40回サマーキャンプチラシでご案内予定 

晩秋編 １１/２６（土）～２７（日）  

「みかん農園をお手伝い」 
今年も行くよ！みんなの元気を田舎に
届けよう。 

早春編   ３/１２（土）～１３（日）  

「ファイナル パーティー」 
みんな集合！ピザ釜で焼こう！春の恵
みを使ってぽかぽかクッキング。 

正月編  １/ ７（土）～ ９（日）  

「昔のくらし体験＆近所に泊まりに行こう」 
※詳細（参加費等）は、10月中旬にご案内予定 

３泊４日 

１泊２日 

２泊３日 

１泊２日 

 

 

 

やりたいこと遊びとは？ 
 

「今日は何しようか？」から始

まります。子どもの豊かな発想

を出し合い、自然いっぱいの里

やまでのびのび遊びます。 

 みんな一緒になって意見をま

とめ、行動することに意味があ

ります。 

 

①古民家を貸切 

②現代風 トイレ・お風呂あり 

③地域の自然やくらしにふれる絶好の機会 

④ツリーデッキでいつでも遊べるよ 

⑤ろくすけ畑で収穫とお手入れ 

これが「ろくすけ」だぁ！ 

今年は、みそ作りに挑戦だ！ 

大豆の植え付け、収穫も含め年間を通して行います。 


