キッズスキーキャンプ＜ハチ高原＞参加要項
主

催 一般社団法人リトルパイン総合型地域スポーツクラブ

期日/費用 【第 1 回目】2021 年 12 月 27 日(月)～28 日(火) 35,000 円(税込)
宿泊費・食事 4 食《朝 1 昼 2 夜 1》
・往復交通費・保険代・レッスン費含む
【第 2 回目】2021 年 12 月 29 日(水)～31 日(土) 45,000 円(税込)
宿泊費・食事 7 食《朝 2 昼 3 夜 2》
・往復交通費・保険代・レッスン費含む
【第 3 回目】2022 年 2 月 12 日(土)～13 日(日)

35,000 円(税込)

宿泊費・食事４食《朝１昼 2 夜 1》
・往復交通費・保険代・レッスン費含む
※リフト代、レンタル（希望の方）は別途要。各費用は申込書に記載しています。
他、旅行日程以外の交通費・飲食費・交通費・医療費等は含まれません。

場

所

兵庫県鉢伏高原スキー場（※雪の状況等で変更または中止になる場合がございます）

集合解散 生駒駅南側バスロータリー西側

グリーンヒル生駒 KINSHO 前

＜集合＞午前 7:20《遅れないようにお願い致します》

＜解散＞午後 7:00

交通機関 【1 回目】「帝産観光バス」【2 回目】「奈良交通」【3 回目】「奈良交通」予定
(添乗員・クラブスタッフ同行 3~4 名)

対

象 小学 1 年生～中学 3 年生(定員各 20 名)
【1 回目】初心者
【2 回目】リトルパインスキーキャンプ参加者、小学生で 3 日以上滑走経験がある方
【3 回目】初心者～経験者

目

的 1)雪の少ない地域では体験しがたいウィンタースポーツ(スキー)を体験する。
2)スポーツを通じて困難な事にも立ち向かい、乗り越えていく心と体を養う。
3)共同生活を通じて家族以外の人間との調和を身に付ける。

スキーについて
■スキー指導 SIA 公認 「SPORTS－NET PRO

SKI SCHOOL」

・初心者～レベルに応じてクラス分けを行います。(1 班の人数は 7 名程度。レベルにより
班ごとに異なることがあります。途中で移動がある場合も有ります。)
・インストラクターによるグループレッスン。レベルごとにスキー技術を習得します。
＜お願い＞自然の中での集団行動となります。万が一、お子様が集団行動に際して困難が生じ
た場合、個別での対応をさせて頂きます。その際、別途指導料金が発生いたしますので、現地
より相談させて頂きます。集団での行動が気になる方は、お子様の様子を「健康状態お伺い書」
にご記入お願いいたします。

・レッスン後は雪上での遊びを中心に子どもたち同士で楽しみます。
（ソリ・かまくらつくりなど。※雪不足の場合はできないこともあります）
ソリは宿舎で用意があります

宿泊について
■アサヒロッジ 〒667-1127 兵庫県養父市大久保 1582-2 079-667-7231
・部屋割り―友人同士の同部屋が可能です。申込み時に同部屋希望の方のお名前を記載し
てください。(1 部屋 4 名前後)
・食事―朝（和食）、夕食（和定食）、昼はカレー・ハヤシライス・ピラフより
・持参品―大バッグ(重すぎないもの)と小バッグ(バス車内用)
□歯ブラシ □タオル（手ふき用・体ふき用） □水筒(宿でお茶を入れてくれます)
□筆記用具

□おやつ(必要な方は普段食べているもの) □お小遣い(道の駅でお土産

購入希望の方。高額にならない程度)

□トランプなど持参可 □衣類（下記参照）

※低学年のお子様の場合は、スキー用・お風呂用などセットして袋に入れ、いつ使用か(例：
何日目朝)を書くと分かりやすく、紛失も無くなります。

スキー中の服装
スキーウエア・手袋(ニット不可)・帽子(キャップ不可)・ゴーグル(※必須)
※ご持参されていない場合は現地でレンタルさせて頂きますので、解散時に費用のご持参をお願いします。

(スキーウエアの下に着るもの)
・長袖のシャツ・丈の長い靴下(くるぶし丈不可)

※タイツはブーツの中で滑りやすいことがあります。

・寒い場合、ウィンドブレーカーや薄手の長ズボン(動きやすいもの・裾にチャックの無いもの)

スキー以外での服装
・バス車内－普段着。スキーズボンなどは暑すぎることがあり、車酔いの原因となること
があります。
・食事や部屋遊び―動きやすい服装(入浴後に食事とミーティング・ミニゲームの予定で
す。寝間着の場合、食事で汚れてしまうこともありますので、心配な方は部屋着もご用意
ください。靴下は少し多めにご用意ください)
※スノーブーツが無くても問題ありません。バス移動時も運動靴で大丈夫です。雪上遊び
はスキーブーツを履いたまま行います。駐車場からの移動は雪上車で送迎があります。
＜お願い＞
(1) 持ち物には名前を明記お願いします。間違いが多くなっております。
(2) 特別食・アレルギー除去食の個別対応希望の方は、事前にご連絡ください。
（これまでの例：ピーナッツアレルギーの方・卵アレルギーの方など。
）
他、気を付けておいて欲しいこと(体調等・常備薬)は申込表に必ずご記入ください。
(3) 当日やむを得ない事情で欠席される場合は、朝 6:45 までにご連絡下さい。
緊急連絡先 090-7305-4568

松岡 岳史

(4) カメラ等の貴重品は各自で管理して下さい。管理しにくい場合は持参させないように
お願い致します。
（※ゲーム機はお持ちにならないようにお願い致します。）
(5) キャンプ中に撮った写真等は今後ホームページやチラシに掲載することがあります。
支障ある場合は事前にお申し出下さい。
(6) 参加者のご都合でキャンセルされた場合はキャンセル料金が発生します。
★20～8 日前…参加料金(振込手数料除く)の 20％

★7～2 日前…参加料金(振込手数料除く)の 30％

★前日…参加料金(振込手数料除く)の 40％

★当日出発前…参加料金(振込手数料除く)の 50％

★出発後・無連絡…返金出来ません。

（連絡はパインヒルトラベル営業時間内にお願いします。
）

お友達とご参加の場合、お友達が当日病気で欠席となった場合、一緒に参加を取り
やめられるケースが良くあります。当日のキャンセル料が発生しますので、事前に
その場合の対処をお友達同士で話し合っておかれることをお勧めします。
保険について
キャンプ中の保険については下記のとおりです。
障害死亡保険金額 2,000 万円／入院日額 8,000 円／通院日額 5,000 円
賠償責任保険 対人・対物賠償 1 事故 2,000 万円※別途、各自傷害保険に加入することをお勧めします。
◎怪我・病気の場合はハチ高原付近の病院を利用することがあります
◆申込方法◆
①「キャンプ参加申込書・同意書」、
「健康状態等お伺い書」
「保険証のコピー」を郵送・
メールまたは FAX（※FAX・メールの方は原本・保険証のコピーを当日ご持参下さい。）
【送付先】生駒市緑ヶ丘 1454-34 【FAX】0743-87-9719

【メール】info@littlepine.nara.jp

②参加費（レンタル希望の方は加算分）をお振込み
南都銀行

生駒支店

口座番号（普通）2236256

名義：一般社団法人リトルパイン総合型地域スポーツクラブ

代表

松岡岳史

※お名前の前に 1 回目「01」
、2 回目「02」
、3 回目「03」とつけて、参加者名で振込をお願い
します。
（兄弟でまとめて振込も可能です。)

※①と②は仮申込より 10 日をめどにお手続きお願いします。過不足金あれば連絡します。
イベント当日まで 10 日を切っている場合は、イベント 3 日前までにご入金ください。
↓
【申込完了】
申込書及び振込確認後、メール等で連絡いたします。連絡がすぐにできないことがありま
す。ご了承ください。開催 1 週間前にしおりを送付いたします。
キャンセルの場合：振込手数料とキャンセル料金が発生した場合は差額を参加費より差し
引いてご返金いたします。(19 時以降のご連絡の場合、キャンセル日が翌日となることがあります)

申込締切

主

＜第 1 回＞＜第 2 回＞ 12 月 14 日(火)
＜第 3 回＞ 2 月 1 日(火)

催（送付先) 一般社団法人リトルパイン総合型地域スポーツクラブ
奈良県生駒市緑ヶ丘 1454-34

0743-87-9719

ご不明な点・ご質問がある場合は、090-1967-9124(担当：松岡聖子)までお問合せ下さい。
＜当日～帰着までの緊急連絡先＞

携帯/090-7305-4568 リトルパイン総合型地域スポーツクラブ
＜旅行実施＞ パインヒルトラベル

奈良県知事登録旅行業

第 3-209 号

旅行業取扱管理者：松岡聖子
〒630-0262

奈良県生駒市緑ヶ丘 1454-34

TEL/0743-87-9719

営業時間：平日 10 時～19 時

会長

松岡岳史

(一社)全国旅行業協会正会員

