ＮＰＯ法人プロジェクト

マカドニア

アウトドアキッズ

2017 年度スキーキャンププログラム

201７年度スキーキャンプ

参加要項

■集合・解散日時
1 月キャンプ【集合】1 月 2６日（金）根岸駅 17：30
【解散】1 月 2８日（日）根岸駅 18：30
2 月キャンプ【集合】2 月 2３日（金）根岸駅 17：30
【解散】2 月 2５日（日）根岸駅 18：30
3 月キャンプ【集合】3 月３１日（土）根岸駅 08：30
【解散】４月２日（月）根岸駅 18：30

■宿泊先の情報
1 月、2 月、3 月全て ロッジ ホワイトスター

■荷物の送付について（荷物の送付される方）
送料は各自でご負担下さい。余裕をもって発送して下さい。送り状の余白に必ず「アウトドアキッズスキー
キャンプ（片山宛て）」と記入ください。貴重品は入れないようにご注意下さい。帰りも送付を希望する場
合は、着払い伝票と濡れ物を入れる大きなビ-ニールを用意して下さい。
【送付先】（送付先、余白の記入など確実にして下さい。送付控えを当日お子様にお渡し頂くと安全です）
〒949-6373 新潟県南魚沼市上野 158 ロッジ ホワイトスター （☎025-783-2144）

■参加費の振込みについて
参加費：

39,800 円

＋ 交通費（小学生：￥7,520、中学生：￥15,040）

（入金確認をさせて頂いてから、正式な参加申込とさせて頂きます。）
【振込み先】
■横浜銀行 新本牧支店 普通口座
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※キャンセル料金について
キャンセルの場合、キャンセル料金（出発日 15 日前まで全額返金、5 日前まで半額返金、それ以降は
返金できません）が発生します。但し日にちに関わらず事務手数料で一律 5,000 円申受けます。

■連絡先& 問合せ先＆参加申込書郵送先（メール添付も可）
ＮＰＯ法人プロジェクト マカドニア アウトドアキッズ 事務局

片山

〒231-0824 横浜市中区本牧三之谷 16-23-203 ＴＥＬ:070-6989-7205
MAIL：makadonia@live.jp
URL：http://outdoorkids-yokohama.com/
受付時間 09：00-18：00

★スクール期間中 片山 千明：090-8347-2054 もしくはホワイトスターまで
※活動中は携帯が繋がらないことがありますことをご了承願います。

＊スクール期間中にお子様が発熱等の症状が出た場合は、お迎えをお願いすることもあります。

ＮＰＯ法人プロジェクト

マカドニア

アウトドアキッズ

2016 年度スキーキャンププログラム

201７年度スキーキャンプ

参加者詳細事項

■集合・解散日時
１月キャンプ【集合】１月２６日（金）根岸駅１７：３０
【解散】１月 29 日（水）根岸駅２０：００
（東京駅から再度 Facebook に到着時間をアップします）

■荷物の送付について（荷物の送付される方）
☆ヤマト宅急便のスキー往復便が便利です。☆
【宿泊＆送付先】（記入は、確実にして下さい。送付控えを当日お子様にお渡し頂くと安全です）
〒949-6373 新潟県南魚沼市上野 158 ロッジ ホワイトスター （☎025-783-2144）

■持ち物（夕食、飲み物、お菓子等以外は、全て宅配下さい。行きも帰りも電車が混雑するため、
ご協力下さい）
１日目の夕食＆飲物、保険証コピー、ニット帽、ゴーグル、グローブ（２つあればベスト）、パジ
ャマ、洗面用具、厚手ハイソックス２足（スキー用など厚手のもの）、下着（極力綿製品は避け、吸
水速乾対応の機能性素材のものをお選び下さい）スキーウェアの下は、ジャージなど動きやすい服
装を準備下さい。フリース、ダウンなど（天候にもよりますが、防寒着は充分に）、着替え２組＋予
備、お菓子
＊レンタルしない方は、スキーセットなどはお送り下さい。＊宿泊先に乾燥室があります。
＊トランプなどゲームの持ち込みは可、壊れたりするようなものは、持ち込み不可。
＊持ち物に必ず名前を書いて下さい。

■レンタル料金
スキーウェア：１０００円（１日）

スキー３点セット：１０００円（１日）

例）２日でスキーウェアとスキーセットを借りると４０００円になります。
＊レンタルを希望される方は、集合日当日にお釣りなしでご持参下さい。

■健康チェック
３日前から各自の体温、便通を確認下さい。インフルエンザなど流行の時期の為十分にご注意下さい。
最悪の場合、越後湯沢駅までお迎えをお願いすることもあります。旅費は各自負担になります。
＊昨年のスキーキャンプでインフルエンザが発症し、新潟までお迎えに来て頂きました。体調管理重
ね重ねよろしくお願い致します。

■連絡先& 問合せ先
ＮＰＯ法人プロジェクト マカドニア アウトドアキッズ 事務局

片山

〒231-0824 横浜市中区本牧三之谷 16-23-203 ＴＥＬ:070-6989-7205
MAIL：makadonia@live.jp
URL：http://outdoorkids-yokohama.com/
★スクール期間中 片山 千明：090-8347-2054

※活動中は携帯が繋がらないことがあります。ご了承下さい。

ＮＰＯ法人プロジェクト

マカドニア

アウトドアキッズ

2016 年度スキーキャンププログラム

201７年度スキーキャンプ

参加者詳細事項

■集合・解散日時
２月キャンプ【集合】２月２３日（金）根岸駅１７：３０
【解散】２月２５日（日）根岸駅２０：００
（東京駅から再度 Facebook に到着時間をアップします）

■荷物の送付について（荷物の送付される方）
☆ヤマト宅急便のスキー往復便が便利です。☆
【宿泊＆送付先】（記入は、確実にして下さい。送付控えを当日お子様にお渡し頂くと安全です）
〒949-6373 新潟県南魚沼市上野 158 ロッジ ホワイトスター （☎025-783-2144）

■持ち物（夕食、飲み物、お菓子等以外は、全て宅配下さい。行きも帰りも電車が混雑するため、
ご協力下さい）
１日目の夕食＆飲物、保険証コピー、ニット帽、ゴーグル、グローブ（２つあればベスト）、パジ
ャマ、洗面用具、厚手ハイソックス２足（スキー用など厚手のもの）、下着（極力綿製品は避け、吸
水速乾対応の機能性素材のものをお選び下さい）スキーウェアの下は、ジャージなど動きやすい服
装を準備下さい。フリース、ダウンなど（天候にもよりますが、防寒着は充分に）、着替え３組＋予
備、お菓子
＊レンタルしない方は、スキーセットなどはお送り下さい。＊宿泊先に乾燥室があります。
＊トランプなどゲームの持ち込みは可、壊れたりするようなものは、持ち込み不可。
＊持ち物に必ず名前を書いて下さい。

■レンタル料金
スキーウェア：１０００円（１日）

スキー３点セット：１０００円（１日）

例）２日でスキーウェアとスキーセットを借りると４０００円になります。
＊レンタルを希望される方は、集合日当日にお釣りなしでご持参下さい。

■健康チェック
３日前から各自の体温、便通を確認下さい。インフルエンザなど流行の時期の為十分にご注意下さい。
最悪の場合、越後湯沢駅までお迎えをお願いすることもあります。旅費は各自負担になります。
＊昨年のスキーキャンプでインフルエンザが発症し、新潟までお迎えに来て頂きました。体調管理重
ね重ねよろしくお願い致します。

■連絡先& 問合せ先
ＮＰＯ法人プロジェクト マカドニア アウトドアキッズ 事務局

片山

〒231-0824 横浜市中区本牧三之谷 16-23-203 ＴＥＬ:070-6989-7205
MAIL：makadonia@live.jp
URL：http://outdoorkids-yokohama.com/
★スクール期間中 片山 千明：090-8347-2054

※活動中は携帯が繋がらないことがあります。ご了承下さい。

ＮＰＯ法人プロジェクト

マカドニア

アウトドアキッズ

2016 年度スキーキャンププログラム

201７年度スキーキャンプ

参加者詳細事項

■集合・解散日時
３月キャンプ【集合】３月３１日（土）根岸駅０９：３０
【解散】４月０２日（月）根岸駅２０：００
（東京駅から再度 Facebook に到着時間をアップします）

■荷物の送付について（荷物の送付される方）
☆ヤマト宅急便のスキー往復便が便利です。☆
【宿泊＆送付先】（記入は、確実にして下さい。送付控えを当日お子様にお渡し頂くと安全です）
〒949-6373 新潟県南魚沼市上野 158 ロッジ ホワイトスター （☎025-783-2144）

■持ち物（昼食、飲み物、お菓子等以外は、全て宅配下さい。行きも帰りも電車が混雑するため、
ご協力下さい）
１日目の昼食＆飲物、保険証コピー、ニット帽、ゴーグル、グローブ（２つあればベスト）、パジ
ャマ、洗面用具、厚手ハイソックス２足（スキー用など厚手のもの）、下着（極力綿製品は避け、吸
水速乾対応の機能性素材のものをお選び下さい）スキーウェアの下は、ジャージなど動きやすい服
装を準備下さい。フリース、ダウンなど（天候にもよりますが、防寒着は充分に）、着替え３組＋予
備、お菓子
＊レンタルしない方は、スキーセットなどはお送り下さい。＊宿泊先に乾燥室があります。
＊トランプなどゲームの持ち込みは可、壊れたりするようなものは、持ち込み不可。
＊持ち物に必ず名前を書いて下さい。
＊3 月は、３日間滑ります。

■レンタル料金
スキーウェア：１０００円（１日）

スキー３点セット：１０００円（１日）

例）２日でスキーウェアとスキーセットを借りると４０００円になります。
＊レンタルを希望される方は、集合日当日にお釣りなしでご持参下さい。
＊3 月は、３日間滑るためレンタル料も 3 日分必要になります。

■健康チェック
３日前から各自の体温、便通を確認下さい。インフルエンザなど流行の時期の為十分にご注意下さい。
最悪の場合、越後湯沢駅までお迎えをお願いすることもあります。旅費は各自負担になります。
＊昨年度のスキーキャンプでインフルエンザが発症し、新潟までお迎えに来て頂きました。体調管理
重ね重ねよろしくお願い致します。

■連絡先& 問合せ先
ＮＰＯ法人プロジェクト マカドニア アウトドアキッズ 事務局

片山

〒231-0824 横浜市中区本牧三之谷 16-23-203 ＴＥＬ:070-6989-7205
MAIL：makadonia@live.jp
URL：http://outdoorkids-yokohama.com/
★スクール期間中 片山 千明：090-8347-2054

※活動中は携帯が繋がらないことがあります。ご了承下さい。

アウトドアキッズ スキーキャンプ 参加申込書
参加者情報
フリガナ

生年月日

氏名

年

性 別
学校名

学校

アレルギーの有無

血液型

型 Rh ＋ －

年 齢

学 年

年生

平 熱

有

・

無

月

満

日生
歳
℃

薬の服用

有

・

無

アレルギーまたは服用薬がある場合の詳細 ※特に食物アレルギーのある方は必ずお書きください。
スキー経験の有無等簡単にお書き下さい。（クラス分けの参考にさせて頂きます。）
参加ご希望のスキーキャンプ （ 3 回連続参加大歓迎！）
□ 1 月スキーキャンプ

□ 2 月スキーキャンプ

□ 3 月スキーキャンプ

スキーレンタル（スキー3 点セット） 、スキーウェア
□希望あり

□希望なし

身長

※サイズのご記入をお願いします。

ｃｍ

体重

ｋｇ

足のサイズ

ｃｍ

ご希望の集合解散の確認
□

根岸駅 （ミスタードーナツ前）

□

東京駅（新幹線プラットホーム乗車車両前）

保護者情報 ～緊急時連絡先～
フリガナ

参加者との続柄

保護者氏名
住 所

〒

-

ＴＥＬ

(

)

-

ＦＡＸ

携帯電話

(

)

-

Ｅ－Ｍａｉｌ

(

)

＠

保護者以外の緊急連絡先
フリガナ

参加者との続柄

連絡先氏名
ＴＥＬ

携帯電話
確 認 事 項

保護者の責任と承諾について
自然体験活動は野外活動という性格上、自然から得られる感動が大きい一方、様々な危険をはらん
でいます。本キャンプの主催・指導団体、運営事務局は十分な下見と打ち合わせにより、想定される危
険とその対策について万全の体制で対応します。併せて、参加者の皆さんは傷害保険に加入します。
ただし、参加者ご本人の故意、過失による参加者ご本人または他者、器物に損害が発生した場合は、
参加者ご本人の責任となり、これを保護者が負います。また、この場合には保険が適用されないことも
あります。その点をご理解頂いた上で、活動にご参加いただきますよう、ご理解のほど宜しくお願い致し
ます。
私は、上記の「保護者の責任と承諾について」を理解し、参加を申し込みます。
2016 年
保護者サイン

月

日
印

