８月１６日～１７日

神川サマーキャンプ
～川遊び②～
参加の手引き

■企画・運営： 埼玉県立神川げんきプラザ（担当：田端）
【指定管理者：(株)東急コミュニティー】

〒367-0234 埼玉県 児玉郡 神川町 池田 756
TEL：0495-77-3442 FAX：0495-77-4907
E-mail：kamikawa@tokyu-com.co.jp
URL：http://www.kamikawa-genki.com

■旅行取扱： 株式会社 ハロートラベル（担当：三好）
〒161-0032 東京都新宿区中落合 4-26-16-桂 13
TEL：03-5906-5490 FAX：03-5906-5492
東京都知事登録旅行業第 2-2884 号（一社）全国旅行業協会正会員

この度は埼玉県立神川げんきプラザ主催事業「神川サマーキャンプ～川遊び②～」にご応募いただ
き誠にありがとうございます。
つきましては書類の返信、集合から解散、健康管理、服装、持ち物等ご自宅にて用意をお願いするも
のもございますので、本手引きに目を通し、当日までにしっかりとご準備をお願い致します。
尚、ご不明な点等に関しましては、お気軽にお電話にてお問い合わせください。安全で楽しい活動と
なるよう職員一同運営に励んでまいりますので、ご協力宜しくお願い致します。

1. 今後のお手続き
①書類の送付

参加申込書に必要事項をご記入のうえ、

７月 5 日（木）必着で、

※お子様のスナップ写真をメールに添付する場合は VGA サイズ
（300KB 程度）でお送りください。写真サイズを小さくしたから
といって画素数が下がるわけではありませんので、ご注意ください。

げんきプラザ予約センター（株式会社ハロートラベル）まで
郵送（〒161-0032 東京都新宿区中落合 4-26-16-桂 13）またはメール（yoyaku@orion.ocn.ne.jp）
にてご送付ください。

②参加費用のご送金

参加費 12,000 円を７月５日（木）までに

「８．参加費」に記載している口座にお振込下さい。
※期日を過ぎても上記①・②が確認できない場合、キャンセル扱いとさせていただくことがあります。
※お客様のご都合でキャンセルされる場合は、必ずご連絡下さい。7 月 27 日よりキャンセル料がかか
りますのでご了承ください。詳しくは９.キャンセルをご覧ください。

③健康チェック表の記入


「健康チェック表」に、キャンプ 3 日前からの健康状態のご記入をお願いします。

④当日、受付にて




※集合時間に注意し、遅刻の無いようにお願いします。

健康チェック表、オンラインアルバムに関する確認書、参加
同意書をご提出ください。 ※参加者同意書は要押印
当日の健康状態を含め、班担当のキャンプカウンセラーに伝えることがあれば、お話し下さい。

⑤キャンプスタートです！

2. 集合・解散
○集合：8 月１６日（木）10:00 三波川二区コミュニティーセンター（受付 9:30～）
遅れる場合は、お電話でご連絡ください。電話番号 0495-77-3442（神川げんきプラザ）
○解散：8 月１７日（金）15:00 三波川二区コミュニティーセンター
※保護者の方に活動報告をいたします。

3.参加要領
日 程：2018 年 8 月１６日（木）～１７日（金） 1 泊 2 日
場 所：群馬県藤岡市三波川
宿 泊：埼玉県立神川げんきプラザ
食 事：全 3 食（朝食 1 回、昼食 1 回、夕食 1 回） ※8/１６の昼食はご持参ください。
参加費：１名：12,000 円
※ 参加費に含まれるもの
→ 宿泊費、食費、活動費等を含みます。※詳しくは８.参加費をご覧ください。
※ 参加費に含まれないもの → 自宅から集合解散場所までの交通費、その他個人的にかかる費用

4. キャンプのコンセプト
「自然の中で、おおはしゃぎ！」
１年に１度の夏休み！おうちでゲームや漫画なんてもったいない。おうちを飛び出し、川遊びに出かけましょ
う！自然の中での解放感、そこに一緒に笑いあう「仲間」がいれば、色々なことにいつもよりも一歩勇気を出せ
るはず。大勢の仲間と過ごした思い出が、新たな出会いや環境に挑戦する、子どもの「自信」や「勇気」につな
がることをねらいとしています。
活動班について
キャンプ中は常に、少人数の活動班に分かれて活動を行います。活動班ごとにカウンセラーと呼ばれる担当ス
タッフが付き、子ども達の生活のケアや活動のサポートを行います。はじめて会った仲間との友達関係を深める
ことも、キャンプのねらいのひとつ。そのため、友達同士やご兄弟で参加された場合でも、別々の班にさせてい
ただきますのでご了承ください。

5.スケジュール
※

：主なプログラム
天候や活動場所の状況によりプログラムを変更することがあります。あらかじめご了承ください。
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（三波川二区コミュニティーセンター）
はじめの会
知りあう時間
昼食（持参弁当）

川遊び 初級編
午
後

バス移動
（神川げんきプラザへ）

２日目
朝食
バス移動
（三波川へ）

川遊び レベルアップ編
昼食

夏の思い出
スイカ割り大会！
解散（三波川二区コミュニティーセンター）

夕食

夜

大レクリエーション大会
就寝

6.生活案内
★外での活動が中心です。貴重品・ゲーム等の持ち込みはご遠慮ください。
○宿泊
・神川げんきプラザの宿泊となります。
・男女別６人程度での宿泊となります。
・備え付けのタオル・歯ブラシ等はありません。
○食事
・アレルギー等、食物制限のある方は、参加申込書にて事前にご連絡ください。
※ 初日の昼食は含まれておりません。保冷剤をご準備のうえ、お弁当をご用意ください。

7．服装について
屋外の中での活動がほとんどです。楽しい事ばかりではなく、危険なこと（転倒によるケガや虫さされなど）
もあるのが事実です。できるだけ安全に活動するためにも以下の点にご注意ください。
・ 短パン、スカート、サンダルは野外の活動には向きません。肌を隠すことにより、虫さされの防止になり
ます。靴下もくるぶしソックスでないものが好ましいです。
・ 天候によっては、気温が上がらず、肌寒く感じることがあるかもしれません。必ず、上に羽織れる物を 1
枚お持ち下さい。
・ 帽子は必ずお持ちください（蜂は黒い色によってくる性質があります。よって黒以外をおすすめします）。

８.参加費

12,000 円
※宿泊費、食費（8 月 16 日夕食～8 月 17 日昼食）
、活動費、保険代を含みます。
※7 月 5 日（木）までに以下の口座にお振込みください。
■
■
■
■

振込先
：みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金
口座番号 ：２５５９３６８
口座名
：
【げんきプラザ予約センター】又は【カ）ハロートラベル】 ※カ）は株式会社の略称
振込人名義：参加者名（お子様の名前）の前に必ず「０８１６」を入れてください。

※ＡＴＭでご送金の場合にハロートラベルと表示されます。
※振り込み手数料は、ご負担下さい。
※お客様のご都合でキャンセルされる場合は、必ずご連絡下さい。7 月２７日（金）よりキャンセル料が
かかりますのでご了承ください。
※休日・土日・夜間にインターネットよりご入金作業をされる場合、口座番号のご入力後、口座名が自動
で表示されないことがあります。その際は、口座名を手入力していただく必要があります。口座名が入
らないと、入金確認ができません。予めご了承ください。
口座名⇒【ゲンキプラザヨヤクセンター】又は【カ）ハロートラベル】

９.キャンセル
・

申し込み後、キャンセルされる場合は、下記のとおりキャンセル料を申し受けます。予めご了承ください。
キャンセル日
キャンセル日
キャンセル日
当日
当日 無連絡

7/27～8/8 20％
8/9~8/14 30％
8/15
40％
50％
開始後 100％

２，４００円
３，６００円
４，８００円
６，０００円
１２，０００円

※キャンセル料のご返金の際の振込手数料は参加者負担となります。予めご了承ください。

1０.保険について
ケガ、病気に 着きましては、充分に配慮をしますが、万一、けが等の事故が発生した場合は
当方の加入している保険の適用範囲内で対処させていただきます。なお、病気につきましては
現地で医療機関の治療を受けた場合は治療費は参加者の負担になります。ご了承ください。
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参加同意書・オンライン
アルバムに関する確認書

１部

記名、捺印の上、当日ご持参ください。

健康チェック表

１部

キャンプ３日前からの健康状態を記入し、当日スタッフにお渡しください。

常備薬

必要分

大きいリュック

１つ

備

考

必要な方はご用意ください。ジップロック等に入れ、名前、服用方法、（使用方法）、服用方
法をお書きください。
荷物が全て入る大きさのものを用意ください。肩掛けのバック等でもＯＫ。
T シャツ（半そで）ズボン・靴下・下着など日常使用している物を 1 日分＋予備 1 日
分をご用意ください。夜間、防寒用として長袖の羽織れるものを１枚お持ちください。
※基本的には翌日の活動着を着て寝ます。必要な方はパジャマをご用意いただいてもかまいませ
ん。
入浴時、川遊び後、汗をかいた時に使用します。大きめのタオルがあると、川遊び時の着替えの
際に便利です。川遊び用はボタンのついたタオルがおすすめです。１枚はデイパックに入れてお
持ちください。
入浴時にはシャンプー＆リンス、ボディーソープは備え付けがございます。その他に必要なもの
がございましたら、ご用意ください。

着替え

適宜

タオル

2枚
以上

入浴セット

１ｾｯﾄ

歯磨きセット

１ｾｯﾄ

歯ブラシ・歯磨き粉をご用意ください。

マイコップ

1つ

活動時や食事の時に使用します。陶器のものは割れてしまう恐れがあるので、ご遠慮くだ
さい。

ビニール袋

4 枚以
上

空のペットボトル

１本

汚れ物や濡れ物を入れるのに便利です。
1,5Ｌ～2Ｌの空のペットボトルをお持ち下さい。（体を洗うのに使います）
水着の上に T シャツ着用で活動します。（速乾性のラッシュガードがおすすめです。）スクール水
着（トランクスタイプでないもの）を使用する場合は、ハーフパンツ（ポリエステル製などの速
乾性生地）をはくとスリ傷防止になります。※水着とＴシャツは、乾かして２日目にも使用しま
す。デイパックに入れてお持ちください。
川遊びの時に使用します。デイパックに入れてお持ちください。
靴下をはいて靴を履くと怪我の予防になります。流れのある場所での活動ですので、必ずかかと
つきの靴（上履や運動靴で大丈夫です）をお持ちください。デイパックに入れてお持ちください。
※クロックスタイプのものは活動中ぬげやすいので、ご遠慮ください。※靴は乾かして２日目にも使
用します。

水着と
速乾性Ｔシャツ

１着

ゴーグル

１つ

ウォーターシューズ
（かかとつき）
靴下（水遊び用の汚れて
いいもの）

１足

デイバック

１つ

お弁当（初日昼食分）

１つ

水筒

１つ

帽子

１つ

ハンカチ・ティッシュ

3 日分

取り出しやすい場所にいれてください。

虫よけ・かゆみ止め（虫
さされ用）
・日焼け止め

必要に
応じて

お肌にあうものを用意してください。虫よけは、シート状、ゲル状のものをご利用ください。ス
プレータイプのものはご遠慮ください。

筆記用具

１ｾｯﾄ

鉛筆・消しゴム程度

雨具（レインウェア）

１着

上下セパレート型がおすすめです。寒い時は、防寒着にも使えます。

レジャーシート

１枚

食事の他、活動にも使用します。

活動時に使うバックです。水着・水筒・お弁当・雨具・軍手・虫よけ・かゆみどめが入る大きさ
のものをご用意ください。両手があくものをご用意下さい。
腐りにくいものをご用意ください。おにぎりがお勧めです。※気温が高くなることが考えられま
す。保冷剤を入れる等、腐らないご配慮をお願いいたします。
500ml～1L くらい入るものをご用意ください。初日は、麦茶などお茶をいれてきてください。
ジュースなどは逆にのどが渇くので避けてください。
つばのあるものをご用意ください。

※ 持ち物には、必ず名前をお書きください。
※１日目は集合後すぐに川遊びに出かけます。川遊びに必要なものは活動用のデイパックに入れてお持ちください。
また、１日目は普段着の下に水着を着ておくとその後がスムーズです。
※ 衣類は1日ごとに仕分けされていると、お子さまも自分で整理しやすいです。
※持ち物の破損、紛失などについて基本的には責任を負いかねますことを予めご了承ください。

12.添乗について
添乗員が同行しませんが、施設の職員及びキャンプカウンセラーが複数人同行いたします。

13．交通案内
○集合解散場所は
〒370-2815 群馬県藤岡市三波川 1201 番地 1「三波川二区コミュニティーセンター」
となります。地図は別紙をご確認ください。

14.個人情報の取り扱いについて
○ご提供いただいた個人情報は、埼玉県立神川げんきプラザ及び、（株）東急コミュニティーが行うキャンプ・
イベント情報のご案内、お申し込みいただいた催事企画の運営のために利用し、同意なく運営上の業務委託先
以外の第三者に開示・提供いたしません。
○個人情報の取り扱いについては、HP (http://kamikawa-genki.com/inquiry.html)をご覧下さい。なお、当
該催事にご参加活動中の写真を弊社・当施設のパンフレットやホームページなどで使用させていただく場合が
ございます。これらの写真については、催事企画の広報活動以外の用途に使用することは一切ございませんの
で、予めご了承くださいますようお願い申し上げます

15.プログラムの問い合わせについて
○参加申込書の送付先、入金につきましてご質問や不明点は下記にご連絡ください。
株式会社 ハロートラベル（TEL：03-5906-5490 FAX：03-5906-5492）
○プログラム内容につきまして、ご質問やご不安な点がございましたら、下記にご連絡ください。
また、万が一「ハロートラベル」に連絡が取れない場合がありましたら、下記にご連絡ください。
埼玉県立神川げんきプラザ （TEL：0495-77-3442 FAX：0495-77-4907）

スタッフ一同、みなさんに会えることを楽しみにしています！

