2022.4月～
2023.3月
大自然の中で、親子で「体験」「感動」「発見」。自然学校スタッ
フが親子の自然体験活動をサポートさせていただきます！
自然の中に身を置く「原体験」を通して、人の本質に迫り、親
子の絆を深めるきっかけになればと思います。

感染症対策

ファミリーお米作り体験

ファミリーキャンプ教室

千葉県長南町「笠森キャンプ場」

(火)～

田植え体験

(水)～

(土)
田植えで清々しい
親子の共有体験。
子どもの食育にもつながります。

稲刈り体験
(土)
収穫の喜びを親子で感じよう。
秋には新米をお送りいたします。

親子スキーツアー

週末ファミリーキャンプ

(水)
(木)

(土)～

(日)

(日)～

(月)

千葉県長南町「笠森キャンプ場」

(日)

(金)夜～

(日)

(日)

(土)～

(日)

福島県南会津町「たかつえスキー場」

(土)～

(日)

(土)～

(日)

白銀の世界で親子のふれあい。
無料スキーレッスン付きなので、
スキーがはじめてでも、久しぶり
でも安心してご参加ください。

千葉県長南町「笠森キャンプ場」

長年続いているキャンプ教室。
はじめてでも安心。自然学校ス
タッフが親子の体験をお手伝いさ
せていただきます。選択プログラ
ム（クラフト、料理など）も用意して
います。道具のレンタルあり。

(金)夜～
(土)～

実施中

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。
http://www.yacs-ns.jp/mp/infectious_disease_countermeasures

家族一緒になってオートキャンプを
楽しみましょう。自然学校スタッフが
体験のお手伝いをさせていただきま
す。自由参加のワークショップも用意
しています。

対象：子ども（幼児～高校生）
とは

予約・申込み～当日までの流れ
① キャンプの予約

ヤックス自然学校は、自然体験活動プログラムを通して、
人
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

（043-307-1211)

(yacs-camp@aroma.ocn.ne.jp)
トラブル防止のため、参加者の保護者のみ受付します。

自然

親子２名～

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。

㈱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。
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２5万人以上の方が参加しています。

文化

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。
総合ディレクター
また、「自分の身は自分で守る」という力を持った人間に
小松敬（ボクサー）
なって欲しいと強く願っています。

ヤックス自然学校は、４６年前より地域密着
型の社会貢献事業（ヤックスキャンプ）を積極
的に実施しています。
激動する社会に生きる私たちには、「自ら体
験し学ぶこと」が必要であり、当校の体験活動
には、その環境が整っています。

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。

② 申込み手続き
・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。

ヤックス自然学校が、自然体験活動を通じて貢献する主要なSDGｓ目標

お問合せ先 ヤックス自然学校
yacs-camp@chiba-ns.net

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。

しめきり

（電話受付 平日10:00～18:00 月曜定休）

お申込み先 (株)ハロートラベル ヤックス自然学校予約センター

・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。

③ 事前の電話連絡（子ども対象プログラムの場合）
・担当キャンプリーダーから保護者に電話連絡を入れています。

④ 当日
・体調万全でお越しください。
・集合場所では、青色のユニフォームを着たスタッフがお待ちしています。

（電話受付 平日10:00～18:00 月曜定休）

yacs-camp@aroma.ocn.ne.jp
<主催>(株)千葉薬品

（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
旅行業務管理者 橋口 和美
〒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

<企画運営>NPO法人千葉自然学校

<旅行企画・実施>(株)ハロートラベル千葉営業所

森のクリスマスキャンプ

冬休み（１２月末）
第４７回 スキーキャンプ

千葉県君津市「君津亀山青少年自然の家」
小学１～６年生／幼児（年中・年長）

福島県南会津町「たかつえスキー場」
小学生／中学生／高校生

森に囲まれた自然豊かなフィールドで、
子どもたちの元気を発散しよう。
森のハイキングやクリスマスにちなんだ
クラフトやクッキングにチャレンジ。

初心～中上級者対象、年齢・体力・経験に
合わせて楽しめます。
２泊３日～５泊６日のキャンプを実施予定。

(土)～

(土)～

(日)

(土)～

週末キャンプ①

(日)

(土)～

週末キャンプ②

(日)

週末キャンプ ③

田植え&とことん野遊び

森の基地作り

わくわくクッキング

千葉県長南町「笠森キャンプ場」
小学１～６年生
幼児（年中・年長）

千葉県長南町「笠森キャンプ場」
小学１～６年生
幼児（年中・年長）

千葉県長南町「笠森キャンプ場」
小学１～６年生
幼児（年中・年長）

田植えを通して「食」に触れる貴
重な機会。新緑の自然で、遊んで
感じて、どっぷり楽しもう。

子どもの心はわくわく・ドキドキ。
遊び場作りを通して道具を
使ったりお友達と遊びます。

(日)

(土)～

エンジョイ・タイムトリップ②
～自然で遊ぶ・たこあげ編～
千葉県南房総市「古民家ろくすけ」
小学１～６年生/幼児（年中・年長）

冬の風物詩「たこあげ」。風を感じて、糸を
のばし、天高く飛ばせ。
のどかな里山で過ごし楽しみましょう。

新幹線で行こう！

ひとりでスキー

GO!GO!スキートレイン

アウトドアならではの「火」を扱う
料理。キャンプ道具を使ったり、
わくわくのレシピにチャレンジ。

第４６回

(日)
(日)

(日)

(金)夜～

(金)夜～

(日)

福島県南会津町「たかつえスキー場」
小学１～６年生
中学１～３年生

新幹線でビューっと移動。
週末もたっぷりスキー。

サマーキャンプ

(金)夜～

(金)夜～

新潟県南魚沼市「六日町八海山スキー場」
小学１～６年生

夏休み（７～８月）

(日)

さらさらのたかつえパウダー、
広大なゲレンデを楽しもう。

幼児（年中・年長）／小学生／中学生

※スキーキャンプ詳細は、10月末頃ご案内予定

４６年目のサマーキャンプ。
１泊～１週間のキャンプを年齢、経験に合わせて選
べる１０キャンプ以上を実施予定。
場所は、千葉県 長南町・南房総市、信州小谷村。

(土)～

GO!GO!いちごキャンプ

会員限定
(土)～

GO!GO!サーフィン

カウボーイキャンプ
小学１～６年生／中学１～３年生

ロングボードで波に乗り、ダイレ
クトに地球のリズムを感じよう。

学びがいっぱい！馬とのコミュニ
ケーション。なかなか出来ない、
自ら手綱を握って乗馬体験。

サマーキャンプ参加者限定企画

千葉県長南町「笠森キャンプ場」
サマーキャンプ参加者

夏に出会った、あの「キャンプリー
ダー」「お友達」との再会！
年に１度のビックイベント。

シーズン滑り納め。最後の最後まで
スキーを楽しもう。
※詳細は、1月末頃ご案内予定

(日)

ホームスティ

①

(金)～

④

(土)～

(日)

②

(火)～

(木)

⑤

(土)～

(日)

③

(土)～

(日)

⑧

(土)～

(月)

※７～８月分は、サマーキャンプ企画として5月末頃ご案内予定

(日)

キャンプカーニバル

場所：後日ご案内
小学生／中学生／高校生

※単発での参加ができます

かやぶき屋根の古民家に泊まろう

(土)～

(火)

第４７回 春のスキーキャンプ

春を先取り！旬のいちご狩り体験は子どもたちに大人
気です。いちごのスイーツ作りでは、みんなのアイデア
を詰め込んで、素敵なスイーツに仕上げよう。

(日)

千葉県九十九里町 「片貝海岸」
小学１～６年生

(土)～

千葉県君津市「君津亀山青少年自然の家」
小学１～６年生
幼児（年中・年長）

※詳細は、５月末頃ご案内予定

(土)

(日)

(土)～

(日)

(土)～

週末キャンプ ④

(日)

千葉県南房総市「古民家ろくすけ」
小学１～６年生／中学１～３年生

エンジョイ・タイムトリップ①

ぽかぽか遊火（あそび）キャンプ

～自然で作る・クラフト編～

千葉県長南町「笠森キャンプ場」
小学１～６年生／幼児（年中・年長）

千葉県南房総市「古民家ろくすけ」
小学１～６年生/幼児（年中・年長）

神秘的な火の魅力を感じる時間。たき火で
ぽかぽか料理やスイーツも作りましょう。

むか～し、昔、自然は人の生活と共にありま
したとさ。里山にある、自然物を使って
ハンドメイドのクラフトを楽しみましょう。

里やまで思いっきり遊び、かやぶき屋根のおうちでゆったり、
のびのび過ごそう。各回のお楽しみプログラムとみんなで
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。

※各プログラムの詳しい内容は、ホームページ及び随時発行されます募集チラシをご確認ください。
子どもと一緒に活動するスタッフは…

安全への配慮

子どもの目線に合わせた、後押し型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！

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。

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、子どもには当校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（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。

活動報告／活動写真／ブログ／HP／各種SNS
・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、オンラインでご覧いただけます。
※活動報告と共に詳細をご案内いたします。
・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。

※年間スケジュールは、天候・参加人数・社会情勢等によって、体験プログラムの内容を変更する場合があります。

●入会金（おひとり）…１,０００円

http://blog.canpan.info/yacs_camp/

活動の様子を更新中！

うれしい！特典がたくさんあります！
インスタグラム

ホームページ →
プログラム詳細を
ご覧いただけます

●年会費（ひと家族）…４,０００円

※会員資格： 年中～年長（４～６歳児）・小学１年生～高校3年生

←ブログ 「ヤックス自然学校キャンプ日記

Facebook →
活動中の
動画配信もあり

④ プレゼントのチャンス！

①
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

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。

２０２２年度 ヤックス自然学校会員募集！
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、
この機会にヤックス自然学校会員のご登録をおススメします。

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。

活動に会員価格で参加できます。会員のご
家族（兄弟、姉妹、保護者）も会員価格で参
加できます。

③ 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。

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！

⑤ 会員限定企画
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。

