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一般社団法人  若狭路活性化研究所

後援：福井県・福井県教育委員会・若狭町・若狭町教育委員会・若狭三方五湖観光協会

■コース選択：ご希望のコースを〇でお選びください

■参加者情報：保険加入、本事業での健康管理等で使用させていただきます

■保護者･連絡先情報：資料の送付、緊急時の連絡先として使用させていただきます

　ふりがな

 参加者氏名 　
保護者との続柄

生    年    月    日 　       平成　   　  年　   　  月　   　   日   （　     　歳）   
学  校  名  ・  学  年　　　                              小学校　　        年生
血      液       型　  　　　　　　型　ＲＨ（　　） 

　

ふりがな

 保護者氏名
         　        　　

住　所 
　 

※分かりやすく記載

（父・母・その他：　　　）

集  合  解  散  場  所　　　　　　　　JR高槻駅　　　・　　　　現地

性別     男　女

メールアドレス

固定電話
携帯電話
FAX

上記以外の
緊急連絡先 氏名　　　　　　　　　　　（関係　　　　）電話番号

若狭路自遊楽校のキャンプ(合宿)への参加　　　　今回が初めて　　・　　過去に参加

 info@wakasaji-fs.com からのメールが受信できるように設定(ブロック解除)を行ってください

〒

その他
連絡事項

若狭路まるごとキャンプを知ったきっかけ チラシ ・ HP ・ 知人からの紹介 ・ その他(　　　　　　　　　)　　

B1組 7月28日(金)～7月30日(日)

B2組 8月2日(水)～8月4日(金)

B3組 8月7日(月)～8月9日(水)

B4組 8月12日(土)～8月14日(月)

A1組 7月30日(日)～8月2日(水)

A2組 8月4日(金)～8月7日(月)

A3組 8月9日(水)～8月12日(土)

A4組 8月14日(月)～8月17日(木)

B 1組

B 2組

B 3組

B 4組

7月28日(金)～7月30日(日)
8月2日(水)～8月4日(金)
8月7日(月)～8月9日(水)
8月12日(土)～8月14日(月)

開催
場所

福井県若狭町神子地区
旧岬小学校

夏の海で遊ぼう！
大自然に飛び込もう！

2017
summer

2017年
5月15日～6月30日

受付
期間

※申込みは参加者 1名様につき 1枚でお願い致します。複数名でお申し込みの際はコピーしてご利用ください。
※その他ご不明な点・確認しておきたいこと等がございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

■キャンセルについて
　申込提出後キャンセルが発生した場合、 その旨をお早めにご通絡ください （郵送、もしくはＦＡＸにて希望組名、参加者氏名、 連絡先を明記し
てください）。キャンセル料については、開催日を基準として１４日前から８日前は参加費の４分の１、７日前から前日までは参加費の半額、開
催日当日以降は全額のキャンセル料金を申受けます。なお、返金送料代として一律1,000円申受けます。 参加費を納入しないことはキャンセルの
意思表示とはなりませんのでご注意ください。

申込書

一般社団法人  若狭路活性化研究所「若狭路自遊楽校」
〒919-1461 福井県三方上中郡若狭町海山64-4-1
TEL 0770-47-1747  FAX 0770-47-1652
HP http://wakasaji-fs.com    E-mail info@wakasaji-fs.com

お問い合わせ

FAX番号： ０７７０-４７-１６５２
 

〒919-1461 福井県三方上中郡若狭町海山64-4-1
TEL 0770-47-1747  FAX 0770-47-1652
HP http://wakasaji-fs.com    E-mail info@wakasaji-fs.com

ベーシックコース
2泊 3日／対象 : 小学 1～ 6年生

A1組

A 2組

A 3組

A 4組

7月30日(日)～8月2日(水)
8月4日(金)～8月7日(月)
8月9日(水)～8月12日(土)
8月14日(月)～8月17日(木)

アドベンチャーコース
3泊 4日／対象 : 小学 3～ 6年生

◉割引情報
一緒に申し込みをされる方の名前をご記入ください ※兄弟、友達の別もご記入ください

※参加されるお子様にアレルギーがある場合はその詳細を必ずご記入ください
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参
加
者

　1. 左記の方法でお申込み

　　　2. 主催者より資料送付

　3. 参加費のお振込み

　　　4. 主催者より最終資料送付

　5. アレルギー等調査票ご提出

　　　　6. キャンプ当日

主
催
者

受賞

B1組 7月28日(金)～7月30日(日)
B2組 8月2日(水)～8月4日(金)
B3組 8月7日(月)～8月9日(水)
B4組 8月12日(土)～8月14日(月)

A1組 7月30日(日)～8月2日(水)
A2組 8月4日(金)～8月7日(月)
A3組 8月9日(水)～8月12日(土)
A4組 8月14日(月)～8月17日(木)

さぁ思いっきり遊ぼう！

両コース共通の活動

ベーシックコース アドベンチャーコース

大阪→若狭＝名神高速道路経由で約3時間（約180km）

←わたやん

若狭の壮大な海と山に惚れ込んだ愉快な仲間たち

  1、活 動 名 2017夏　若狭路まるごとキャンプ 
  2、目　　的 若狭の本物の自然や、多くの人々とふれあいを通して子どもたちの心身の成長を図ること
  3、参加資格 小学１年生～６年生で自ら参加を決意したもの
  4、主　　催 一般社団法人 若狭路活性化研究所 自然体験部門 「若狭路自遊楽校」
  5、後　　援 福井県/福井県教育委員会/若狭町/若狭町教育委員会/若狭三方五湖観光協会
  6、活動場所 旧 岬小学校（福井県三方上中郡若狭町神子14-4）
  7、期　　間　  ベーシックコース（2泊3日）　  　　　　アドベンチャーコース（3泊4日）
　　　　　　　 対象：小学1～6年生　　　　　　　　　対象：小学3～6年生

  8、定　　員 各日程 25名（先着順）
  9、参 加 費 参加費は選択コースの基本料金と送迎代（必要な場合）の合計金額となります。
　　　　　　　 基本料金　ベーシックコース　　（B1組～B4組）　2泊3日　22,000円（税込）
　　　　　　　　　　　    アドベンチャーコース（A1組～A4組）　3泊4日　32,000円（税込）
　　　　　　　 送迎代　　往復4,000円（税込）

10、集合・解散　送迎バスをご利用の場合
　　　　　　　 ＪＲ高槻駅　集合　午後12：45 （昼食を済ませてから集合してください）
　　　　　　　　　　　　　 解散　午前11：45 頃 (昼食は解散後となります)
　　　　　　　 現地集合、解散の場合　 集合 午後4：30　解散 午前8：00頃
　　　　　　　 
11、持 ち 物  お申し込み後、「最終連絡資料」としてご郵送させていただきます。
12、そ の 他  当キャンプでは、多くの出会いを大切にしてもらいたいという思いから
　　　　　　　 お友達やご兄弟でのご参加でも活動班を原則別々とさせていただいており
　　　　　　　 ますのであらかじめご了承ください。

　　  ◉割引きあります
お友達、ご兄弟姉妹で一緒に参加
申し込みをされると、各人の基本
料金が500円割引になります！
(申し込みの際に割引対象欄に記名
 された場合のみ適用されます)

お申し込み期間と方法

活動場所、移動手段等は、安全確認済みのものです。また車で約15分のところに総
合病院があり、スタッフは活動中の事故に備えて、普通救命講習ならびにMFA国際
救命救護法を受講しております。また、万が一に備えて主催者側で下記の通り保険
に加入します。
■契約保険会社 損保ジャパン日本興亜株式会社ほか
最高限度支給額：1,230万円 入院保険金日額：4,500円 通院保険金日額：3,000円
※上記以上の補償が必要な場合は、別途各自でご加入ください。

　　　申込期間　2017年 5月 15日（月）AM9:00 ～ 6 月 30日（金）PM5:00
　　　　　　※定員に達し次第締め切らせていただくのでお早めにお申し込みください（先着順）
■お申込みは以下のいずれかの方法をお選びください

①インターネット　: 下記のQRコードもしくはURLを直接入力し、当社
　　　　           HP より申込みフォームに必要事項をご入力ください
② F A X　　: 裏面の申込用紙にご記入の上、
　　　　　　　  FAX ０７７0-４７-１６５２までお送りください
③ 郵 送 　:裏面の申込用紙にご記入の上、
　　　　　　　  〒919-1461 福井県三方上中郡若狭町海山 64-4-1
　　　　　　　  若狭路活性化研究所 足立 までお送りください

　透明度バツグンの海でシュノーケリング！
ライフジャケットと水中メガネをつけて海の中を探検だ！岩や海藻の隙
間に隠れている魚を追いかけよう！夏の若狭湾は波もとっても穏やかな
ので、初めての海、初めてのキャンプでも大丈夫！

2016 年度 第 15回
トムソーヤースクール企画コンテスト
一般部門　推奨モデル特別賞を受賞

キャンプの主役は子どもたちだ！

何して遊ぶ？誰がこの係をする？

みんなで話し合いながら自分たち

だけのキャンプを創ろう！

①ご飯は自分たちで作る！アウトドアクッキング！
②夜風が涼しい～！テントで宿泊！
③海と生きる漁師さんの仕事を見に行こう！
④天まで燃えろ！キャンプファイヤー！

あだっちゃん→

一般社団法人  若狭路活性化研究所「若狭路自遊楽校」
〒919-1461 福井県三方上中郡若狭町海山64-4-1

TEL 0770-47-1747  FAX 0770-47-1652
HP http://wakasaji-fs.com    E-mail info@wakasaji-fs.com

　シーカヤックに乗ってヒミツの浜辺へ冒険！
シーカヤックで大海原へ繰り出そう！ちゃんと練習すれば誰でも乗りこ
なすことができるから安心！目指すは誰もいないヒミツの浜辺！そこに
はどんな景色、生き物が待っているのか !?

　「子どもたちの最高の遊び場を作りたい！」私たちはこのシンプルな思いを
実現するために若狭路 (福井県の南部地方一体の通称 )を舞台に若狭路自
遊楽校を開校しました。勉強や習い事など、大人と同じくらい忙しい日々を
過ごしている現代の子どもたちにとって「自然の中で自由に遊べる時間や場
所」は貴重なものになりつつあります。
　朝日とともに目覚め、海に潜って魚を追いかけ、火を起こしてお米を炊き、
星空を眺めながら眠る。若狭路まるごとキャンプは自然といつも一緒です。
その中には知恵を絞り、仲間と協力し、難しいことに挑戦していく機会もた
くさんあります。自然、仲間、そして自分。まるごと全てを受け入れ、思い
切り遊び、大いに楽しむことができた時、このキャンプは子どもたちにとって
一生モノの価値がある最高の体験となります。

募集要項

お問い合わせ

本活動は、公益財団法人 安藤スポーツ・
食文化振興財団 (日清食品ホールディング
ス株式会社による財団 )が主催する自然体
験活動企画コンテストにて「2016年度一
般部門 推奨モデル特別賞」を受賞しました !
http://www.shizen-taiken.com/

■お申込みからキャンプ当日までの流れ

若狭路自遊楽校のHPには、キャンプフィールドの紹介やそれぞれの活動の
内容、そしてスタッフの熱い思いや準備に奮闘する日々の様子が掲載されて
いるので、詳しい内容を知りたい方はぜひご覧ください！

若狭路自遊楽校HP

詳細は HP へ！

ふるさと若狭の海が大好きだ！そして
海の楽しさ、危なさも誰よりも知っているぞ！
子どものころから見てきた最高の景色をみんな
にも見せてあげたい！若狭の大自然はきっと僕
らに「今、生きている喜び (Now,living joy)」
を教えてくれるよ！

特技は自然の中の「お宝」を発見する
こと！海には貝や石、変な漂流物など、
今も自然の中に眠り、誰も気づいてい
ない「究極のお宝」がゴロゴロ転がっ
ているぞ！発見、驚き、感動、色々な
　　　瞬間を一緒に味わおう！
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HP http://wakasaji-fs.com    E-mail info@wakasaji-fs.com

　シーカヤックに乗ってヒミツの浜辺へ冒険！
シーカヤックで大海原へ繰り出そう！ちゃんと練習すれば誰でも乗りこ
なすことができるから安心！目指すは誰もいないヒミツの浜辺！そこに
はどんな景色、生き物が待っているのか !?

　「子どもたちの最高の遊び場を作りたい！」私たちはこのシンプルな思いを
実現するために若狭路 (福井県の南部地方一体の通称 )を舞台に若狭路自
遊楽校を開校しました。勉強や習い事など、大人と同じくらい忙しい日々を
過ごしている現代の子どもたちにとって「自然の中で自由に遊べる時間や場
所」は貴重なものになりつつあります。
　朝日とともに目覚め、海に潜って魚を追いかけ、火を起こしてお米を炊き、
星空を眺めながら眠る。若狭路まるごとキャンプは自然といつも一緒です。
その中には知恵を絞り、仲間と協力し、難しいことに挑戦していく機会もた
くさんあります。自然、仲間、そして自分。まるごと全てを受け入れ、思い
切り遊び、大いに楽しむことができた時、このキャンプは子どもたちにとって
一生モノの価値がある最高の体験となります。

募集要項

お問い合わせ

本活動は、公益財団法人 安藤スポーツ・
食文化振興財団 (日清食品ホールディング
ス株式会社による財団 )が主催する自然体
験活動企画コンテストにて「2016年度一
般部門 推奨モデル特別賞」を受賞しました !
http://www.shizen-taiken.com/

■お申込みからキャンプ当日までの流れ

若狭路自遊楽校のHPには、キャンプフィールドの紹介やそれぞれの活動の
内容、そしてスタッフの熱い思いや準備に奮闘する日々の様子が掲載されて
いるので、詳しい内容を知りたい方はぜひご覧ください！

若狭路自遊楽校HP

詳細は HP へ！

ふるさと若狭の海が大好きだ！そして
海の楽しさ、危なさも誰よりも知っているぞ！
子どものころから見てきた最高の景色をみんな
にも見せてあげたい！若狭の大自然はきっと僕
らに「今、生きている喜び (Now,living joy)」
を教えてくれるよ！

特技は自然の中の「お宝」を発見する
こと！海には貝や石、変な漂流物など、
今も自然の中に眠り、誰も気づいてい
ない「究極のお宝」がゴロゴロ転がっ
ているぞ！発見、驚き、感動、色々な
　　　瞬間を一緒に味わおう！
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一般社団法人  若狭路活性化研究所

後援：福井県・福井県教育委員会・若狭町・若狭町教育委員会・若狭三方五湖観光協会

■コース選択：ご希望のコースを〇でお選びください

■参加者情報：保険加入、本事業での健康管理等で使用させていただきます

■保護者･連絡先情報：資料の送付、緊急時の連絡先として使用させていただきます

　ふりがな

 参加者氏名 　
保護者との続柄

生    年    月    日 　       平成　   　  年　   　  月　   　   日   （　     　歳）   
学  校  名  ・  学  年　　　                              小学校　　        年生
血      液       型　  　　　　　　型　ＲＨ（　　） 

　

ふりがな

 保護者氏名
         　        　　

住　所 
　 

※分かりやすく記載

（父・母・その他：　　　）

集  合  解  散  場  所　　　　　　　　JR高槻駅　　　・　　　　現地

性別     男　女

メールアドレス

固定電話
携帯電話
FAX

上記以外の
緊急連絡先 氏名　　　　　　　　　　　（関係　　　　）電話番号

若狭路自遊楽校のキャンプ(合宿)への参加　　　　今回が初めて　　・　　過去に参加

 info@wakasaji-fs.com からのメールが受信できるように設定(ブロック解除)を行ってください

〒

その他
連絡事項

若狭路まるごとキャンプを知ったきっかけ チラシ ・ HP ・ 知人からの紹介 ・ その他(　　　　　　　　　)　　

B1組 7月28日(金)～7月30日(日)

B2組 8月2日(水)～8月4日(金)

B3組 8月7日(月)～8月9日(水)

B4組 8月12日(土)～8月14日(月)

A1組 7月30日(日)～8月2日(水)

A2組 8月4日(金)～8月7日(月)

A3組 8月9日(水)～8月12日(土)

A4組 8月14日(月)～8月17日(木)

B 1組

B 2組

B 3組

B 4組

7月28日(金)～7月30日(日)
8月2日(水)～8月4日(金)
8月7日(月)～8月9日(水)
8月12日(土)～8月14日(月)

開催
場所

福井県若狭町神子地区
旧岬小学校

夏の海で遊ぼう！
大自然に飛び込もう！

2017
summer

2017年
5月15日～6月30日

受付
期間

※申込みは参加者 1名様につき 1枚でお願い致します。複数名でお申し込みの際はコピーしてご利用ください。
※その他ご不明な点・確認しておきたいこと等がございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

■キャンセルについて
　申込提出後キャンセルが発生した場合、 その旨をお早めにご通絡ください （郵送、もしくはＦＡＸにて希望組名、参加者氏名、 連絡先を明記し
てください）。キャンセル料については、開催日を基準として１４日前から８日前は参加費の４分の１、７日前から前日までは参加費の半額、開
催日当日以降は全額のキャンセル料金を申受けます。なお、返金送料代として一律1,000円申受けます。 参加費を納入しないことはキャンセルの
意思表示とはなりませんのでご注意ください。

申込書

一般社団法人  若狭路活性化研究所「若狭路自遊楽校」
〒919-1461 福井県三方上中郡若狭町海山64-4-1
TEL 0770-47-1747  FAX 0770-47-1652
HP http://wakasaji-fs.com    E-mail info@wakasaji-fs.com

お問い合わせ

FAX番号： ０７７０-４７-１６５２
 

〒919-1461 福井県三方上中郡若狭町海山64-4-1
TEL 0770-47-1747  FAX 0770-47-1652
HP http://wakasaji-fs.com    E-mail info@wakasaji-fs.com

ベーシックコース
2泊 3日／対象 : 小学 1～ 6年生

A1組

A 2組

A 3組

A 4組

7月30日(日)～8月2日(水)
8月4日(金)～8月7日(月)
8月9日(水)～8月12日(土)
8月14日(月)～8月17日(木)

アドベンチャーコース
3泊 4日／対象 : 小学 3～ 6年生

◉割引情報
一緒に申し込みをされる方の名前をご記入ください ※兄弟、友達の別もご記入ください

※参加されるお子様にアレルギーがある場合はその詳細を必ずご記入ください
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