
 

      

 
 

朝晩冷え込んできた今日このごろ、お変わりございませんでしょうか。 

さて今年も小学生・中学生を対象に、信州にてウインタースクールを開催いたします。 

マザーネットの自然体験スクールは、雄大な自然の中で、生きる力を育み、感性を目覚めさせること

を目的に、オリジナルプログラムを組んでおります。スキーもスノボーも、初めての方から熟練の方

までレベルに合わせて丁寧に指導させていただきますので、安心してご参加いただけます。今年もア

ートコースをご用意いたしました。ご参加を心よりお待ちしております。 

 

□日  程     平成２３年１２月２５日＇日（～２８日＇水（３泊４日    

□場  所     国立信州高遠尐年自然の家、伊那スキーリゾート他 

     〒396-0301 長野県伊那市高遠町藤沢 6877-11 

TEL 0265-96-2525  FAX 0265-96-2151 

□発着地      新宿 または 新大阪・桃山台＇千里ニュータウン（  

□集合・解散 

＇大阪（ 集合 平成２３年１２月２５日＇日（  ８：１５    新大阪駅バスターミナル＇８：３９発（ 

８：２５    桃山台駅バス乗り場＇８：５０発（ 

      解散        １２月２８日＇水（ ２１：０７   桃山台駅バス降り場着 

                            ２１：１７   新大阪駅バスターミナル着 

＇東京（ 集合 平成２３年１２月２５日＇日（   ９：００   新宿駅高速バスターミナル集合＇９：３０発（ 

      解散       １２月２８日＇水（  １９：４５   新宿駅西口ロータリー着 

□対象・定員  小学校１年生から中学３年生  １８名 ＇定員になり次第〆切させていただきます（  

□参加費    ＇ 中学生は￥５，２５０プラス、兄弟参加割引は￥１，０００／人（ 

スキー＆スノボーコース  ￥５６，８００＇税込（ ＇３泊１１食、バス代、リフト券代、保険代、体験代などを含みます（ 

★ スクールレッスン代は、希望者のみ別途＇１日￥５，０００＇予定（。希望人数により決まります（。 

★ スキー＆スノボーセット代は、希望者のみ別途＇１日￥２，５００（。 

★ レンタルウエア代は、希望者のみ別途＇１日￥２，５００（。 

アートコース         ￥５５，８００＇税込（ ＇３泊１１食、バス代、保険代、体験代などを含みます（ 

□主  催     株式会社マザーネット   http://www.carifami.com 

              ２００１年８月創業。子どもが急に発熱した際にスタッフを自宅に派遣するなど、ワーキングマザーを 

総合的に応援する事業を展開中。自然体験スクールは、今回で２９回目の開催。                  

             

 

 

 

 

お問い合わせ、お申し込みは・・・ 

株式会社マザーネット 

 〒532-0011 大阪市淀川区西中島６丁目 2-3チサン第７ﾋﾞﾙ 608号 

TEL ０６－６８８９－２１１８＇月～金・9:00～18:00（ FAX ０６－６８８９－２１１６ 



 

 

FAX：０６－６８８９－２１１６ ㈱マザーネット大阪本社行 
 

ウインタースクールｉｎ信州２０１１ 

<１２／２５～２８開催>に申し込みます。 
 

 

フリガナ  

参加者のお名前                               ＇ 男 ・ 女 （ 

生年月日 年        月        日 

学年      ＇         （小・中学校           年 

愛称  

保護者のお名前 

＇ご請求書発行名（ 
                          続柄＇         （ 

ご住所 

〒 

 

 

ご自宅 TＥＬ            ＦＡＸ 

携帯 TEL             ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

緊急連絡先 

①昼間 

氏名                    続柄 

居場所   会社・外出先・自宅・その他 

電話番号 

②夜間 

氏名                    続柄 

  居場所   会社・外出先・自宅・その他 

  電話番号 

お子様の体調などで、 

ぜひ伝えておきたいこと 

 

 

 

好きな歌＇しおり掲載希望（ 

お子様に必ず声をかけてください 

 

 

最終日の体験 第一希望＇           （ ・ 第２希望＇             （ 

コースの選択      スキー   ・   スノーボード  ・  アート 

スキー・スノボーの熟練度 
初めて  ・  初級  ・  中級   

講師によるスクールを  希望します ・ 希望しません 

レンタル希望 

■ｽｷｰ  ・  ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ ＇身長      ｃｍ，体重      kｇ， 

普段の靴のｻｲｽﾞ          ｃｍ（ 

■ｽｷｰｳｪｱ ＇ｻｲｽﾞ         ｃｍ（ 

★ お申し込みの際は、健康保険書のコピーを添えてください。リピーターの方もお願いします。 



 

 

プログラム＇予定（ 

 

日程 内容 宿泊 

12月 25日 

＇日（ 

 

＇大阪組（８：１５新大阪集合－８：３９新大阪発阪急ﾊﾞｽ－８：５０桃山発

－車中で昼食－１３：４２伊那市－１４：４５自然の家着 

＇東京組（９：００新宿駅ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ集合－９：３０新宿発バス－車中で昼

食－１２：５５伊那市－大阪組と合流－１４：４５自然の家着   

１６：００  オリエンテーション 

１７：００  体育館にて自由遊び＇卓球、ボール遊びなど（ 

１８：００  夕食＆入浴 

１９：３０  クリスマスの集い＇キャンドルファイヤー（ 

２１：００  就寝 

ロッジ 

12月 26日 

＇月（ 

 

８：００  朝食 

９：３０  歩くスキー＇自然の家の敷地内にて（ 

     雪の野山を散策、林間の常設コースで気軽に楽しめます。動物の足跡探

しもできます。 

１２：００  昼食 

１３：００  デコレーションキャンドルつくり 

        色のついた板状のろうをこねたり、切ったりして貼り付け、オリジナルのキ

ャンドルを作ります。 

１６：３０  体育館にて自由遊び＇卓球、ボール遊びなど（ 

１８：００  夕食 

１９：００  入浴 

２１：００  就寝 

ロッジ 

12月 27日 

＇火（ 

 

８：００  朝食 

＇スキー＆スノボーコース（ 伊那スキーリゾートへ！ 

９：００ 出発 

１０：００  スキー＆スノボースクール① 

        伊那ｽｷｰﾘｿﾞｰﾄにて。人口降雪機があるので、雪が尐なくても安心です。 

初心者でも安心のゲレンデです。晴天率は８９％です。 

１２：００  昼食 

１３：００  スキー＆スノボースクール② 

１６：００  出発 

１７：００  自然の家着 

 

＇アートコース（  スキー＆スノボーコースと一緒に出かけます！ 

１０：００  わくわくランドでそり遊び 

１２：００  昼食＇スキー＆スノボーコースと一緒に（ 

１３：００  スケッチ教室 ～ 絵手紙を書いて、出してみよう 

        水彩画家水谷心さん指導のもと、美しい雪山風景や雪だるまの絵など、 

          冬ならではの絵にチャレンジします。 

１６：００  出発 

ロッジ 



 

１７：００  自然の家着 

１８：００  夕食 

１９：００  終わりの会  ウインターコンサート＆マジックショー 

         毎回恒例のお楽しみ会。ピアノでのリクエスト曲、お待ちしています。 

           夏に復活したしんさんのマジック、今回はどんな出し物が！？ 

           すぎさんの漢字クイズ、大好評のビンゴゲームもお楽しみに！   

２１：００  入浴 

２１：３０  就寝 

12月 28日 

＇水（ 

 

 ８：００  朝食 

 ９：３０  出発 

１１：００  スパティオ体験工房にて体験 

        ９種類のプログラムの中から、選んでいただけます。 

① 押し花＇ミラー付キャンドルまたはフォトスタンドまたはティッシュボックス（ 

② シルバーアクセサリー＇ペンダントトップ（ 

③ 羊毛フェルト作り＇犬またはウサギまたは雪だるま（ 

④ フラワーアレンジ＇ピアノやスイーツまたは 

恐竜の風景（ 

 

⑤ ステンドグラス＇ミニパネルまたはアクセサリー（ 

⑥ 染め物＇エコバッグまたはバンダナまたはタンブラー（ 

⑦ はた織り＇ポーチまたはブックカバーまたはデジカメケース（ 

             

⑧ とんぼ玉＇とんぼ玉２個または とんぼ玉１個+アクセサリー部品付（ 

⑨ 革小物＇コインケースまたはキーホルダー（ 

                                    

１３：００  道の駅小淵沢にて昼食 

１４：００  出発 

１５：１５  夕食のお買い物実習  アップルランド伊那にて 

        子どもたちの強い要望により、今回も夕食はグループに分かれて、 

          予算内で自由に購入します。  

＇大阪組（１６：１５伊那市発－＇車中にて夕食（－２１：０７桃山台着－ 

２１：１７ 新大阪着・解散 

 ＇東京組（１６：２５伊那市発－＇車中にて夕食（－１９：４５新宿着・解散 

 

■ 取消料について 
お申し込み後、お客様のご都合で参加を取消しされる場合は、旅行代金全額についてお一人様につき、下記の取消料を

いただきます。 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって ２１日前まで無料・２０日～６日前２０％・５日～２日前３０％ 

旅行開始日の前日  ４０％ ・ 当日  ５０％ ・ 旅行開始後または無連絡不参加  １００％   


