【お申し込み・お問い合わせ】
または 06-6359-2232
受付時間：平日 AM 10:00～PM 5:00

リトルスキー
日程

キャンプ

③Ｎ 1/4-1/6

宿泊先

午前２時間×１回

午前

板・ブーツ

午後２時間×１回

２時間×１回

ストック

金額

集合場所

39,800円＋税

名古屋駅

③Ｎ：お宿信田＆国立乗鞍青少年交流の家（岐阜県高山市）

小学校１年生～小学校３年生

38,300円＋税

④Ｎ 1/11-1/13

スキーキャンプ

スキー以外の時間も楽しく遊んで過ごします。

集合時間

1年生でも、初めてのスキーでも大丈夫です。
インストラクターの先生のレッスンと

朝集合

④Ｎ：国立乗鞍青少年交流の家（岐阜県高山市）

夜はみんなで室内レクリエーション。

たくさんのリーダーのサポートで、きっとスキーが好きになります。

名古屋駅

生活のサポートも充実しているので、初めてのおとまりでも安心です。

豊田市駅

午前２時間×２回

板・ブーツ

午後２時間×２回

ストック

宿泊先
①Ｎ：国立妙高青少年自然の家（新潟県妙高市）
③

39,800円＋税

①Ｎ 12/25-12/28

：ホテルシャレー竜王（長野県下高井郡）

名古屋駅

初心者から経験者までレベルに応じたレッスン班に分かれて

豊田市駅

インストラクターの先生による２日間のレッスンを行います。

朝集合

小学校３年生～中学校３年生

③

1/3-1/6

小学生：47,800円＋税
中学生：55,800円＋税

みんなで楽しくレッスンをし、レベルアップを目指します。

名古屋駅

初心者でもリフトに乗ることができるくらいまで上達します。

午前２時間×２回

スノーボード

午後２時間×２回

ブーツ

スノーボードキャンプ
初心者から経験者までレベルに応じたレッスン班に分かれて

宿泊先：ホテルシャレー竜王（長野県下高井郡）
③

1/3-1/6

小学生：47,800円＋税
中学生：55,800円＋税

名古屋駅

インストラクターの先生による２日間のレッスンを行います。

朝集合

みんなで楽しくレッスンをし、レベルアップを目指します。
初心者でもターンができるくらいまで上達します。

小学校５年生～中学校３年生

※ホテルシャレー竜王は

【スキーキャンプ③】【スノーボードキャンプ③】

中学生以上の

の宿泊先「ホテルシャレー竜王」は北志賀高原竜王スキーパークに建ち

Point①

スキー合宿の受入経験が豊富なキャンプに適した宿泊施設です。

標高が高く、本州では群を抜いての雪質。

Point②

【宿泊費】【リフト代】

竜王スキーパーク内に建つ

は大人料金となります。

宿泊施設のため、ゲレンデまで

積雪量が多く暖冬にも強いスキー場です。

（参加費に含まれています）

徒歩０分と快適アクセス！

スノーブーツ

雪遊びかまくらキャンプ

日程

金額

夜は室内レクリエーション。
夜も楽しく遊んで過ごします。

集合場所

集合時間

宿泊先：国立乗鞍青少年交流の家（岐阜県高山市）

初めての雪遊びでも、初めてのおとまりでも大丈夫です。
25,300円＋税

②Ｎ 1/11-1/13

名古屋駅
豊田市駅

お友だちと力を合わせて、雪遊び定番のかまくら作りに

朝集合

チャレンジします。もちろんそり遊び体験や

小学校１年生～小学校６年生

右記の物は持ち物として必要ですが

雪と触れ合うこともできる、楽しさいっぱいのキャンプです。

スキーウェア

ネックウォーマー

スキー・スノーボード用

ゴーグル

手袋

※雪遊びかまくらキャンプは不要

ＪＯＦでも有料レンタル
することが可能です。
（アウトドアクラブは除く）

スキー・スノーボード用ヘルメット or ニット帽
※スノーボードレッスンはヘルメット着用が必須です。スキーレッスンはヘルメットorニット帽で参加できます。

年間を通じた日帰りのアウトドア活動☆さぁ、新しいお友だちに出会おう！
山登りや自然を使った工作に挑戦したり、自分達でおこした火でお昼ご飯を作ったり、夏には川遊びもするよ♪
アウトドアの経験がなくても大丈夫！季節に合わせたプログラムが盛りだくさん☆

日帰り

日帰り：毎月１回(土日選択可)

アウトドア
クラブ

【名古屋駅集合】
※①体験参加には集合場所からの交通費などの実費1,500円程度のみ必要です。

小学校１年生 ～ 小学校５年生

※②２回目以降の参加費用は体験参加時の資料をご覧ください。

日帰りアウトドアクラブ
体験参加・資料請求受付中！！

【お申し込み・お問い合わせ】
または 06-6359-2232
受付時間：平日 AM 10:00～PM 5:00

リトルスキー
キャンプ

午前２時間×１回

午前

板・ブーツ

午後２時間×１回

２時間×１回

ストック

日程

金額

集合場所

夜はみんなで室内レクリエーション。
スキー以外の時間も楽しく遊んで過ごします。

集合時間

宿泊先：ホテルやまとよ

1年生でも、初めてのスキーでも大丈夫です。

（兵庫県養父市）
④Ｂ 1/11-1/13

38,300円＋税

岡山駅

インストラクターの先生のレッスンと

朝集合

たくさんのリーダーのサポートで、きっとスキーが好きになります。
生活のサポートも充実しているので、初めてのおとまりでも安心です。

小学校１年生～小学校３年生

チャレンジ

午前２時間×１回

午前

板・ブーツ

午後２時間×１回

２時間×１回

ストック

スキーキャンプ

初心者から経験者までレベルに応じたレッスン班に分かれて

宿泊先：ホテルやまとよ
（兵庫県養父市）

インストラクターの先生によるレッスンで上達を目指します。
12/29-12/31

39,800円＋税

岡山駅

朝集合

スキーレッスンは２日目、３日目に実施します。
夜は室内でのレクリエーションを楽しみます。

小学校１年生～中学校３年生

1年生でも、初めてのスキーでも楽しめるキャンプです。

スノーブーツ

雪遊びかまくら
キャンプ

日程

金額

夜は室内レクリエーション。
夜も楽しく遊んで過ごします。

集合場所

集合時間

初めての雪遊びでも、初めてのおとまりでも大丈夫です。

宿泊先：とちのき村（兵庫県美方郡）
②ＡＢ 1/11-1/13

25,300円＋税

岡山駅

お友だちと力を合わせて、雪遊び定番のかまくら作りに
朝集合
チャレンジします。もちろんそり遊び体験や

小学校１年生～小学校６年生

右記の物は持ち物として必要ですが

雪と触れ合うこともできる、楽しさいっぱいのキャンプです。

スキーウェア

ネックウォーマー

スキー・スノーボード用
手袋

ＪＯＦでも有料レンタル

ゴーグル
※雪遊びかまくらキャンプは不要

することが可能です。
（アウトドアクラブは除く）

スキー・スノーボード用ヘルメット or ニット帽

年間を通じた日帰りのアウトドア活動☆さぁ、新しいお友だちに出会おう！
山登りや自然を使った工作に挑戦したり、自分達でおこした火でお昼ご飯を作ったり、夏には川遊びもするよ♪
アウトドアの経験がなくても大丈夫！季節に合わせたプログラムが盛りだくさん☆

日帰り

日帰り：毎月１回(土日選択可)

アウトドア
クラブ

【岡山駅集合】
※①体験参加には集合場所からの交通費などの実費1,500円程度のみ必要です。

小学校１年生 ～ 小学校５年生

体験参加・資料請求受付中！！

※②２回目以降の参加費用は体験参加時の資料をご覧ください。

または

日帰りアウトドアクラブ

06-6359-2232

受付時間：平日 AM10:00～PM5:00

学校行事の日程をご確認のうえ、お申し込みください。

【お申し込み・お問い合わせ】
または 06-6359-2232
受付時間：平日 AM 10:00～PM 5:00

リトルスキー
キャンプ
宿泊先：ホテルやまとよ（兵庫県養父市）

午前２時間×１回

午前

板・ブーツ

午後２時間×１回

２時間×１回

ストック

日程

金額

集合場所

①Ｂ 12/25-12/27

39,800円＋税

②

40,800円＋税

小学校１年生～小学校３年生

1年生でも、初めてのスキーでも大丈夫です。

※①Ｂのみ

インストラクターの先生のレッスンと

【13時～15時】

たくさんのリーダーのサポートで、きっとスキーが好きになります。

集合予定

生活のサポートも充実しているので、初めてのおとまりでも安心です。

京都
③Ｂ 1/4-1/6

39,800円＋税

④Ｂ 1/11-1/13

38,300円＋税

スキー以外の時間も楽しく遊んで過ごします。

集合時間

朝集合
12/29-12/31

夜はみんなで室内レクリエーション。

【リトルスキーキャンプ②】では、経験者枠をご準備しています。
低学年でスキー経験のあるお子様は、リトルスキーキャンプ②がおすすめです！
リトルスキーキャンプ②以外の日程でも、若干の経験者枠を用意していますので、お申し込みの際にご相談ください。

スキーキャンプ
宿泊先
①Ｂ：国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）

板・ブーツ

午後２時間×２回

ストック

小学生：47,800円＋税

①Ａ 12/25-12/28

中学生：55,800円＋税

42,800円＋税

①Ｂ 12/25-12/28

京都

①Ａ・②・③：ホテルシャレー竜王（長野県下高井郡）

小学校３年生～中学校３年生

午前２時間×２回

②

12/28-12/31

③

1/3-1/6

朝集合

初心者から経験者までレベルに応じたレッスン班に分かれて

※①Ｂのみ

インストラクターの先生による２日間のレッスンを行います。

小学生：49,800円＋税

【13時～15時】

みんなで楽しくレッスンをし、レベルアップを目指します。

中学生：57,800円＋税

集合予定

初心者でもリフトに乗ることができるくらいまで上達します。

小学生：47,800円＋税
中学生：55,800円＋税

午前２時間×２回

スノーボード

午後２時間×２回

ブーツ

スノーボードキャンプ
宿泊先：ホテルシャレー竜王（長野県下高井郡）

②

12/28-12/31

小学生：49,800円＋税

初心者から経験者までレベルに応じたレッスン班に分かれて

中学生：57,800円＋税

インストラクターの先生による２日間のレッスンを行います。

京都

小学校５年生～中学校３年生

③

朝集合

みんなで楽しくレッスンをし、レベルアップを目指します。

小学生：47,800円＋税

1/3-1/6

初心者でもターンができるくらいまで上達します。

中学生：55,800円＋税

※ホテルシャレー竜王は

【スキーキャンプ①Ａ・②・③】【スノーボードキャンプ②・③】

中学生以上の

の宿泊先「ホテルシャレー竜王」は北志賀高原竜王スキーパークに建ち

Point①

スキー合宿の受入経験が豊富なキャンプに適した宿泊施設です。

Point②

標高が高く、本州では群を抜いての雪質。

【宿泊費】【リフト代】

竜王スキーパーク内に建つ

は大人料金となります。

宿泊施設のため、ゲレンデまで

積雪量が多く暖冬にも強いスキー場です。

（参加費に含まれています）

徒歩０分と快適アクセス！

夜は室内レクリエーション。

スノーブーツ

雪遊びかまくらキャンプ

日程

金額

宿泊先：とちのき村（兵庫県美方郡）
①Ｂ

夜も楽しく遊んで過ごします。

集合場所

初めての雪遊びでも、初めてのおとまりでも大丈夫です。

26,800円＋税

1/4-1/6

京都

小学校１年生～小学校６年生

集合時間

お友だちと力を合わせて、雪遊び定番のかまくら作りに

朝集合

チャレンジします。もちろんそり遊び体験や

25,300円＋税

②ＡＢ 1/11-1/13

雪と触れ合うこともできる、楽しさいっぱいのキャンプです。

何を作ろうかな？可能性は無限大！

スノーブーツ

雪遊びキャンプデラックス

子どもたちに大人気のプログラムです。

子どもたちの自由な発想や、やってみたい！を形にできるキャンプです。

宿泊先：国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）
昼集合

30,800円＋税

①Ｂ 12/25-12/28

雪合戦やそり遊びをはじめ、子どもたちのアイデアを詰め込んだ

【13時～15時】

世界に１つだけの雪の造形など、雪遊びの楽しさがいっぱいです。

集合予定

小学校１年生～小学校６年生

右記の物は持ち物として必要ですが

京都

もちろんキャンプが初めてでも大丈夫です。

スキーウェア

ネックウォーマー

スキー・スノーボード用

ＪＯＦでも有料レンタル
することが可能です。
（アウトドアクラブは除く）

手袋

ゴーグル
※雪遊びかまくらキャンプ
雪遊びキャンプデラックスは不要

スキー・スノーボード用ヘルメット or ニット帽
※スノーボードレッスンはヘルメット着用が必須です。スキーレッスンはヘルメットorニット帽で参加できます。

年間を通じた日帰りのアウトドア活動☆さぁ、新しいお友だちに出会おう！
山登りや自然を使った工作に挑戦したり、自分達でおこした火でお昼ご飯を作ったり、夏には川遊びもするよ♪
アウトドアの経験がなくても大丈夫！季節に合わせたプログラムが盛りだくさん☆

日帰り

日帰り：毎月１回(土日選択可)

アウトドア
クラブ

【京都・石山】各駅から集合場所を選択可
※①体験参加には集合場所からの交通費などの実費1,500円程度のみ必要です。

小学校１年生 ～ 小学校５年生

※②２回目以降の参加費用は体験参加時の資料をご覧ください。

日帰りアウトドアクラブ
体験参加・資料請求受付中！！

【お申し込み・お問い合わせ】
または 06-6359-2232
受付時間：平日 AM 10:00～PM 5:00

リトルスキー
キャンプ
宿泊先：ホテルやまとよ（兵庫県養父市）

小学校１年生～小学校３年生

午前２時間×１回

午前

板・ブーツ

午後２時間×１回

２時間×１回

ストック

日程

金額

集合場所

①Ａ 12/25-12/27

39,800円＋税

②

40,800円＋税

1年生でも、初めてのスキーでも大丈夫です。

③Ａ 1/4-1/6

39,800円＋税

④Ａ 1/11-1/13

38,300円＋税

※①Ａのみ

インストラクターの先生のレッスンと

【13時～15時】

たくさんのリーダーのサポートで、きっとスキーが好きになります。

集合予定

生活のサポートも充実しているので、初めてのおとまりでも安心です。

大阪梅田
天王寺

スキー以外の時間も楽しく遊んで過ごします。

集合時間

朝集合
12/29-12/31

夜はみんなで室内レクリエーション。

【リトルスキーキャンプ②】では、経験者枠をご準備しています。
低学年でスキー経験のあるお子様は、リトルスキーキャンプ②がおすすめです！
リトルスキーキャンプ②以外の日程でも、若干の経験者枠を用意していますので、お申し込みの際にご相談ください。

スキーキャンプ
宿泊先
①Ｂ：国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）

①Ａ 12/25-12/28

小学校３年生～中学校３年生

②

12/28-12/31

③

1/3-1/6

板・ブーツ

午後２時間×２回

ストック

小学生：47,800円＋税

大阪梅田

中学生：55,800円＋税

天王寺

42,800円＋税

大阪梅田

①Ｂ 12/25-12/28

①Ａ・②・③：ホテルシャレー竜王（長野県下高井郡）

午前２時間×２回

朝集合

初心者から経験者までレベルに応じたレッスン班に分かれて

※①Ｂのみ

インストラクターの先生による２日間のレッスンを行います。

小学生：49,800円＋税

大阪梅田

【13時～15時】

みんなで楽しくレッスンをし、レベルアップを目指します。

中学生：57,800円＋税

天王寺

集合予定

初心者でもリフトに乗ることができるくらいまで上達します。

小学生：47,800円＋税
中学生：55,800円＋税

大阪梅田

午前２時間×２回

スノーボード

午後２時間×２回

ブーツ

スノーボードキャンプ
宿泊先：ホテルシャレー竜王（長野県下高井郡）

②

12/28-12/31

小学生：49,800円＋税

大阪梅田

中学生：57,800円＋税

天王寺

初心者から経験者までレベルに応じたレッスン班に分かれて
インストラクターの先生による２日間のレッスンを行います。

朝集合

小学校５年生～中学校３年生

③

小学生：47,800円＋税

1/3-1/6

中学生：55,800円＋税

みんなで楽しくレッスンをし、レベルアップを目指します。

大阪梅田

初心者でもターンができるくらいまで上達します。

※ホテルシャレー竜王は

【スキーキャンプ①Ａ・②・③】【スノーボードキャンプ②・③】

中学生以上の

の宿泊先「ホテルシャレー竜王」は北志賀高原竜王スキーパークに建ち

Point①

スキー合宿の受入経験が豊富なキャンプに適した宿泊施設です。

Point②

標高が高く、本州では群を抜いての雪質。

【宿泊費】【リフト代】

竜王スキーパーク内に建つ

は大人料金となります。

宿泊施設のため、ゲレンデまで

積雪量が多く暖冬にも強いスキー場です。

（参加費に含まれています）

徒歩０分と快適アクセス！

夜は室内レクリエーション。

スノーブーツ

雪遊びかまくらキャンプ

日程

金額

宿泊先：とちのき村（兵庫県美方郡）
①Ａ

集合場所

26,800円＋税

1/4-1/6

夜も楽しく遊んで過ごします。

集合時間
初めての雪遊びでも、初めてのおとまりでも大丈夫です。

大阪梅田
天王寺

お友だちと力を合わせて、雪遊び定番のかまくら作りに

朝集合

小学校１年生～小学校６年生

25,300円＋税

②ＡＢ 1/11-1/13

雪と触れ合うこともできる、楽しさいっぱいのキャンプです。

何を作ろうかな？可能性は無限大！

スノーブーツ

雪遊びキャンプデラックス

チャレンジします。もちろんそり遊び体験や

大阪梅田

子どもたちに大人気のプログラムです。

子どもたちの自由な発想や、やってみたい！を形にできるキャンプです。

宿泊先：国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）
昼集合

30,800円＋税

①Ｂ 12/25-12/28

雪合戦やそり遊びをはじめ、子どもたちのアイデアを詰め込んだ

【13時～15時】

世界に１つだけの雪の造形など、雪遊びの楽しさがいっぱいです。

集合予定

小学校１年生～小学校６年生

右記の物は持ち物として必要ですが

大阪梅田

もちろんキャンプが初めてでも大丈夫です。

スキーウェア

ネックウォーマー

スキー・スノーボード用

ＪＯＦでも有料レンタル
することが可能です。
（アウトドアクラブは除く）

手袋

ゴーグル
※雪遊びかまくらキャンプ
雪遊びキャンプデラックスは不要

スキー・スノーボード用ヘルメット or ニット帽
※スノーボードレッスンはヘルメット着用が必須です。スキーレッスンはヘルメットorニット帽で参加できます。

年間を通じた日帰りのアウトドア活動☆さぁ、新しいお友だちに出会おう！
山登りや自然を使った工作に挑戦したり、自分達でおこした火でお昼ご飯を作ったり、夏には川遊びもするよ♪
アウトドアの経験がなくても大丈夫！季節に合わせたプログラムが盛りだくさん☆

日帰り

日帰り：毎月１回(土日選択可)

アウトドア
クラブ

【大阪梅田・天王寺・京橋・なかもず】各駅から集合場所を選択可
※①体験参加には集合場所からの交通費などの実費1,500円程度のみ必要です。

小学校１年生 ～ 小学校５年生

※②２回目以降の参加費用は体験参加時の資料をご覧ください。

日帰りアウトドアクラブ
体験参加・資料請求受付中！！

【お申し込み・お問い合わせ】
または 06-6359-2232
受付時間：平日 AM 10:00～PM 5:00

リトルスキー
キャンプ
宿泊先：ホテルやまとよ（兵庫県養父市）

小学校１年生～小学校３年生

午前２時間×１回

午前

板・ブーツ

午後２時間×１回

２時間×１回

ストック

日程

金額

集合場所

①Ｂ 12/25-12/27

39,800円＋税

三宮

②

40,800円＋税

三宮・西宮

12/29-12/31

③Ｂ 1/4-1/6

39,800円＋税

三宮・西宮

④Ｂ 1/11-1/13

38,300円＋税

三宮

夜はみんなで室内レクリエーション。
スキー以外の時間も楽しく遊んで過ごします。

集合時間

朝集合

1年生でも、初めてのスキーでも大丈夫です。

※①Ｂのみ

インストラクターの先生のレッスンと

【13時～15時】

たくさんのリーダーのサポートで、きっとスキーが好きになります。

集合予定

生活のサポートも充実しているので、初めてのおとまりでも安心です。

【リトルスキーキャンプ②】では、経験者枠をご準備しています。
低学年でスキー経験のあるお子様は、リトルスキーキャンプ②がおすすめです！
リトルスキーキャンプ②以外の日程でも、若干の経験者枠を用意していますので、お申し込みの際にご相談ください。

スキーキャンプ

午前２時間×２回

板・ブーツ

午後２時間×２回

ストック

小学生：47,800円＋税

①Ａ 12/25-12/28

中学生：55,800円＋税
三宮

宿泊先
①Ｂ：国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）

42,800円＋税

①Ｂ 12/25-12/28

①Ａ・②・③：ホテルシャレー竜王（長野県下高井郡）

小学校３年生～中学校３年生

②

12/28-12/31

③

1/3-1/6

小学生：49,800円＋税
中学生：57,800円＋税
小学生：47,800円＋税
中学生：55,800円＋税

朝集合

初心者から経験者までレベルに応じたレッスン班に分かれて

※①Ｂのみ

インストラクターの先生による２日間のレッスンを行います。

【13時～15時】

みんなで楽しくレッスンをし、レベルアップを目指します。

集合予定

初心者でもリフトに乗ることができるくらいまで上達します。

三宮・西宮

三宮

午前２時間×２回

スノーボード

午後２時間×２回

ブーツ

スノーボードキャンプ
宿泊先：ホテルシャレー竜王（長野県下高井郡）

②

小学生：49,800円＋税

12/28-12/31

中学生：57,800円＋税

初心者から経験者までレベルに応じたレッスン班に分かれて

三宮・西宮

インストラクターの先生による２日間のレッスンを行います。

朝集合

小学校５年生～中学校３年生

③

小学生：47,800円＋税

1/3-1/6

中学生：55,800円＋税

みんなで楽しくレッスンをし、レベルアップを目指します。

三宮

初心者でもターンができるくらいまで上達します。

※ホテルシャレー竜王は

【スキーキャンプ①Ａ・②・③】【スノーボードキャンプ②・③】

中学生以上の

の宿泊先「ホテルシャレー竜王」は北志賀高原竜王スキーパークに建ち

Point①

スキー合宿の受入経験が豊富なキャンプに適した宿泊施設です。

Point②

標高が高く、本州では群を抜いての雪質。

【宿泊費】【リフト代】

竜王スキーパーク内に建つ

は大人料金となります。

宿泊施設のため、ゲレンデまで

積雪量が多く暖冬にも強いスキー場です。

（参加費に含まれています）

徒歩０分と快適アクセス！

夜は室内レクリエーション。

スノーブーツ

雪遊びかまくらキャンプ

日程

宿泊先：とちのき村（兵庫県美方郡）
①Ｂ

1/4-1/6

夜も楽しく遊んで過ごします。

金額

集合場所

26,800円＋税

三宮・西宮

集合時間
初めての雪遊びでも、初めてのおとまりでも大丈夫です。
お友だちと力を合わせて、雪遊び定番のかまくら作りに

朝集合

小学校１年生～小学校６年生

25,300円＋税

②ＡＢ 1/11-1/13

チャレンジします。もちろんそり遊び体験や

三宮

雪と触れ合うこともできる、楽しさいっぱいのキャンプです。

何を作ろうかな？可能性は無限大！

スノーブーツ

子どもたちに大人気のプログラムです。

雪遊びキャンプデラックス

子どもたちの自由な発想や、やってみたい！を形にできるキャンプです。

宿泊先：国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）
昼集合

30,800円＋税

①Ｂ 12/25-12/28

三宮

雪合戦やそり遊びをはじめ、子どもたちのアイデアを詰め込んだ

【13時～15時】

世界に１つだけの雪の造形など、雪遊びの楽しさがいっぱいです。

集合予定

小学校１年生～小学校６年生

右記の物は持ち物として必要ですが

もちろんキャンプが初めてでも大丈夫です。

スキーウェア

ネックウォーマー

スキー・スノーボード用

ＪＯＦでも有料レンタル
することが可能です。
（アウトドアクラブは除く）

手袋

ゴーグル
※雪遊びかまくらキャンプ
雪遊びキャンプデラックスは不要

スキー・スノーボード用ヘルメット or ニット帽
※スノーボードレッスンはヘルメット着用が必須です。スキーレッスンはヘルメットorニット帽で参加できます。

年間を通じた日帰りのアウトドア活動☆さぁ、新しいお友だちに出会おう！
山登りや自然を使った工作に挑戦したり、自分達でおこした火でお昼ご飯を作ったり、夏には川遊びもするよ♪
アウトドアの経験がなくても大丈夫！季節に合わせたプログラムが盛りだくさん☆

日帰り

日帰り：毎月１回(土日選択可)

アウトドア
クラブ

【三宮・西宮・宝塚・明石】各駅から集合場所を選択可
※①体験参加には集合場所からの交通費などの実費1,500円程度のみ必要です。

小学校１年生 ～ 小学校５年生

※②２回目以降の参加費用は体験参加時の資料をご覧ください。

日帰りアウトドアクラブ
体験参加・資料請求受付中！！

