
●自然体験教室に参加されるお子様は下記条件の傷害保険に加入しております。

※参加者の応募状況によって集合場所の変更や追加、公共交通機関やタクシー、事務局車両を使って最寄りの集合場所まで移動することをお願いする場合があります。その場合におきましても、集合場
所からアズワンのカウンセラーが同行します。 ※集合・解散の時間はコースによって異なります。 ※決定時間はご出発の5日前までに確定書面にてご連絡します。 ※集合・出発予定時間は7:00頃～
10：00頃の間、到着・解散予定時間は 16：30頃～20：00頃の間にて設定します。 ※当日の天候・道路状況により時間が前後する場合がありますのでご了承ください。

保険金額
※事故日から180日以内の入・通院が対象となります。入・通院あわせて180日が限度となります。

旅行条件（要約）　※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申し込みください。
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利用バス会社： 岐阜バス死亡・後遺障害/1,000万円　   入院（日額）/4,000円〈180日間〉　 通院（日額）/4,000円〈90日間〉 賠償責任限度額　１億円（免責0円）　
※但し行程の都合上、他社（同等クラス）に変更
の場合は確定書面でご案内いたします。

現場では一人のキャンプカウンセラーが、10名前後の
子ども（男女別）を担当し、キャンプ中は班で活動します。
キャンプカウンセラーは24時間子ども達と共に過ごし、
心身共に健康で楽しく過ごせるようサポートしています。
尚、同グループのご希望は同性の4名まで承ります。

班編成
現場では班担当のキャンプカウンセラー以外に、万一の怪我や
病気のためのスタッフを必要に応じて配置し、組織的に運営して
います。また、カウンセリング、キャンプ技術、救急法等を学んだ
日本キャンプ協会認定キャンプディレクター及びインストラク
ターの資格を有するカウンセラーやスタッフも同行しています。

スタッフ
毎日のプログラム終了後、子ども達の自立心を育む
ために、日誌を書いてもらいます。キャンプカウンセ
ラーは子ども達の健康状態を確認し、日誌は子ども
達に持ち帰ってもらいます。また、キャンプ中はブロ
グにて活動の様子を1日数回アップしています。
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運　営：愛知県キャンプ協会団体会員 特定非営利活動法人アズワン
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森でミッションをクリアしよう！
日　程：４月３日（土）～５日（月）

食　事：朝２／昼２／夕２
対　象：小学１年生～中学３年生
利用施設：太地町立くじらの博物館
　　　　三重県立熊野少年自然の家
定　員：９０名
参加費用：３６,800円（税込）

日　程：３月２８日（日）～２９日（月）

食　事：朝１／昼１／夕１
対　象：小学１年生～中学３年生

くじらショーを楽しもう !
小型くじらのショーはなかなか見られないよ。

くじら博物館見学
学芸員さんや飼育員さんから、くじらやイルカの
ことや、飼育の様子などいろいろ教えてもらおう。

ふれあい体験
くじらやイルカへ餌やりなどをしてふれあおう。
白いイルカもいるよ！
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利用施設：伊勢忍者キングダム
　　　　伊勢ユースホステル
定　員：８０名
参加費用：29,800円
　　　　　　（税込）
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長島 四日市

金山 一宮 春日井
長島 四日市

忍者に変身 !
からくり迷路で忍者体験や、
忍者の森でアスレチックを
体験しよう。
ミッションクリアできるかな？

お友達とレクリエーション
みんなで楽しくレクリエーションをするよ。
お友達たくさんできるかな？
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いるかじゃないよくじらだよ！
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春の自然体験教室

特定非営利活動法人アズワン特定非営利活動法人アズワン児童教育事業 2021 アズワンワンダースクール2021 アズワンワンダースクール



アズワン キャンプ 検索
★各コースの詳細は是非ホームページでご覧ください。やりたいこと見つかるかも！！

http://www.asone.or.jp/
お申し込みは お電話かホームページから
http://asone.or.jp/form.html

各コース共通… ■最少催行人員／２0名 ■申込期限／各出発日の１週間前（応募状況により早期に受付を終了する場合があります） ■添乗員／同行しません。アズワン事務局員が同行します。 ■天候そ
の他諸条件により子どもたちの安全・健康を第一に考え、予告なくプログラムを変更する場合があります。 ■募集金額の一部は青年ボランティアキャンプカウンセラーの育成費用として使われています。

アズワンワンダースクールは  ３ 密の回避・マスク・消毒 を徹底いたします

健康管理 食 事

バ　ス 施設利用 スタッフ

新型コロナウイルス感染症に関する対応について
自然体験教室を行うにあたり、政府・厚生労働省の指針である「新しい生活様式」及び実施地域・関係団体の実施ガイドライン、さらには感染症学会や小児科学会などの各種提言を参考に、
  新型コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症対策に配慮して活動を行います。また、利用施設が実施する感染対策を理解し、利用施設の指針にもとづいた行動を行います。

食事・プログラムの実施時などあらゆる場面で3密（密閉・密集・密接）を避けた活動を実施。 また手洗い・消毒を行い、マスクの着用、健康観察を徹底します。

※同一班であっても、部屋の定員やソーシャルディスタンスを考慮する上で、宿泊においては同室のご要望の確約はできません。　※各プログラムの事例に合わせ、個別に対応をしていきます。
今年は「新しい生活様式」の順守・３密回避のため、想い出会は現地で撮影したビデオを編集してオンライン配信で実施します。

●受付時に健康チェックカードを提出
　いただき検温を実施します。
●その内容及び結果に基づき参加の可否
　の判断をします。

●バスに乗り込む際には手指の消毒します。
●走行中は適宜休憩をとりバス内の換気をします。
●走行中も車内換気システムを利用します。
●バス内での食事はしません。
●換気システムの稼働状況により、バス乗車定数を
　変更します。それにより、隣席同士での着席する
　場合もあります。

●1日に数回、健康チェック・検温をします。
●感染症対策として、個別容器や使い
　捨てコップなどを使用します。

●施設の換気設備やレイ
　アウトを考慮し、ソーシャ
　ルディスタンスを確保し
　て利用します。

●全スタッフは着用にリスクがある場合を除き
　マスクの着用を徹底します。
●また期間中の起床後・就寝前に立会検温を行い、
　発熱・感染疑いが確認された場合は即時
　隔離いたします。

●お弁当・個包装の食材・使い捨て食器
　の活用や、事前の取り分け・配膳など
　で、密集・密接しないよう努めます。
●おやつも含め交換等は行いません。

参加の可否判断

〈 発行元・企画・運営 〉 特定非営利活動法人アズワン 　〈 旅行主催・実施・料金収受 〉  株式会社カナックス　愛知県知事登録旅行業 2-1253号　〒461-0004 名古屋市東区葵1-7-1 タジマビル601

お申し込み、その他内容についてのお問い合わせは

アズワンワンダースクール事務局 Tel.０５２-９３１-７３７３
受付時間 ： 平日１０：００～１７：００ （ 土日祝日は休業 ）アズワンツアーデスク

アズワンツアーデスク

Mail : info@asone.or.jp

富士急ハイランドで楽しもう !
スリルのあるジェットコースターから、
きかんしゃトーマスのエリアまで、
楽しいアトラクションがいっぱい！

なかよしレクリエーション
富士山を見ながら楽しく散策。
どんな発見があるかな？

日　程：３月２５日（木）～２７日（土）

食　事：朝２／昼２／夕２
対　象：小学１年生～中学３年生
利用施設：富士急ハイランド
　　　　グリーンヒルズニューみなみ
定　員：４５名
参加費用：３９,800円（税込）

大水槽の前で寝袋お泊まり体験 ！
大型の魚やキラキラ輝くイワシの大群などが泳ぐ
大水槽の前で寝袋を並べてみんなでお泊まりするよ！

夜の水族館見学＆水族館の裏側探検
閉館後の水族館を見学。生き物たちの夜の行動を観察
しよう。裏側探検では、飼育員さんの案内で普段見られ
ない場所を見学するよ。

ふれあい体験とイルカショー見学
楽しいイルカショーや、タコ・サメ・エイなど普段触れない
海の生き物に触ってみよう。
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日　程：A.３月３０日（火）～３月３１日（水）

　　　　 B.３月３１日（水）～４月１日（木）

　　　　 C.４月１日（木）～４月２日（金）

食　事：朝１／昼１／夕１
対　象：小学１年生～中学３年生
利用施設：越前松島水族館
定　員：各４５名
参加費用：29,800円（税込）
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参加を検討の方はこちらをご確認ください ▶ http://www.asone.or.jp/top2.html
昨年までのキャンプ中のブログや現地の様子を撮影したビデオがご覧いただけます。


