
夏の訪れが待ち遠しい今日このごろです。 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 ・ 高校生を対象に、 信州にてサマ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。
初めて参加されるお子様もやさしくサポートさせていただきます。
ご参加を心よりお待ちしております。

■日　程 2015 年８月 19 日（水）～ 21 日（金） 2 泊 3 日

■場　所 国立信州高遠青少年自然の家 他
〒396-0301 長野県伊那市高遠町藤沢 6877-11

■発着地 新大阪 または 新宿

■対象 ・定員 小学校 1 年生から高校 3 年生 20 名 　（定員になり次第〆切させていただきます）

■引率責任者 株式会社マザーネット 代表取締役 上田理恵子 （引率者は他に２名です）

■参加費 ￥43,800 （中学 ・ 高校生は￥49,800）
（2 泊 8 食、 往復バス代、 保険代、 ミニアルバム代を含みます、 税別） 
兄弟参加割引は￥1,000 ／人です。 

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

■スクールで大切にしていること

■お問い合わせ先

●初めて参加するお子様も、 リピーターのお子様も、 満足できる内容を心がけています。 
●初めて出会う異年齢の仲間たちの中で、 「自立」 をサポートし、 「他人への思いやり」 の大切さを様々な場
　 面で伝えています。 
●環境を大切にする気持ちを育てます。 
●子どもたちの 「やる気スイッチ」 を入れるプログラムを盛り込んでいます。 
●小学校高学年を迎えたリピーターのお子様たちを、 リーダーとして育成します。 

株式会社マザーネット本社　　
〒532-0011　大阪市淀川区西中島 6 丁目 2-3 チサン第７ビル 608 号
TEL　06-6889-2118（月～金　9：00 ～ 20：30）　　　FAX　06-6889-2116

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 40 回目の開催となります。 のべ 720 名のお子様
にご参加いただき、 初期の参加者が引率を務めるようになりました。

■集合 ・解散 < 大阪 >
集合 2015 年 8 月 19 日（水） 　  8:15 新大阪駅バスターミナル（8:36 発）
解散 　　　　　  8 月 21 日（金） 　21:36 新大阪駅バスターミナル着

< 東京 >
集合 2015 年 8 月 19 日（水） 　  9:00 新宿駅西口バスターミナル（9:30 発）
解散 　　　　　　8 月 21 日（金） 　19:45 新宿駅西口ロータリー着

サマースクール 2015 in 信州



FAX：06-6889-2116　(株) マザーネット大阪本社行

フリガナ

参加者のお名前

生年月日

愛称

ご住所

緊急連絡先

お子様の体調などで伝え
ておきたいこと
（アレルギーなど）

ビンゴ大会の希望商品

その他の連絡事項

鹿の解体

鹿の料理

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

保護者のお名前
（ご請求書発行名）

サマースクール 2015 in 信州（8/19 ～ 21 開催）に申し込みます。

（  男  ・  女  ）

年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　　）小・中・高　　　　　　　　　年

〒　　　　　　　　　

ご自宅 TEL　　　　　　　　　　　　　FAX
携帯 TEL　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス

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

続柄（　　　　　　）

見学可能　　　・　　見学不可　　　・　　当日決定

食べられる　　・　　食べられない　・　　当日決定

★お申し込みの際は、 健康保険証のコピーを添えてください。
★FAX到着後、 必ずお電話させていただきます。 FAX送付後、 2日経ってもマザーネットから連絡がない場合は、 お手数ですがご連絡くださいませ。

学年



プログラム（予定）
日　程

８月１９日
（水）

ロッジ

８月２０日
（木）

ロッジ

（大阪組）８：１５新大阪集合－８：３９新大阪発阪急バス－車中にて昼食－
１３：５９伊那市着。 バス乗り換え－１５：００自然の家着
（東京組）９：００新宿駅西口集合－９：３０新宿発バス－車中にて昼食
１２：５５伊那市（大阪組と合流）－１５：００自然の家着　　　
１５：３０　　オリエンテーション

１６：３０　　プレイホール遊び（卓球、 ドッジボール、 バドミントンなど）
１８：３０　　夕食（バイキング）＆入浴
１９：３０　　勉強のやる気スイッチ ON！　

２１：００　　就寝

　　７：３０　　朝食（バイキング）
　　９：００　　自然の家出発
　　９：３０　　渓流釣り

１２：００　　昼食（バイキング）　
１３：００　　味覚の学校

１６：００　　プレイホール遊び（卓球、 ドッジボール、 バトミントンなど）
１８：００　　夕食（バイキング）

勉強への意欲を引き出し、 勉強方法の伝授、 そして進路相談まで何でもや
ります！　
夏休みの宿題や、 塾の宿題があれば、 ご持参いただいても大丈夫です。
（担当：京都大学大学院農学研究科　上田遥）

自然の家から 10 分の松倉川でイクラを餌にして釣りを
します。 イワナが生息していますが、 年々魚も賢くなっ
て難易度が高くなっているそうです。 なかには、 田んぼ
のイモリを釣ってくる子も…。
今年も「つれたー！」という元気な声を聞かせてください。

イタリア式の食教育メソッドを実践します。
五感を研ぎ澄ませる体験を通じて、 食が大
きな知と感性の喜びにつながっていることを
学びます。
（講師：京都大学大学院農学研究科　上田遥）

内　　　容 宿　泊

前回参加いただいた子どもたちの声から、 プログラムを作成しました

１９：００　　 終わりの会 &手品 ・ ビンゴゲーム
２１：００　　 就寝



日　程

８月２１日
（金）

マザーネットの食育プロジェクトとは？

鹿アーティスト・雀斎さんの指導のもと、 ジビエ（鹿）
の解体を行います。
解体や鹿肉を食べることを通じて、 いのちの大切さを
学びます。

グループに分かれて、予算内にて夕食を購入。しっかり計算をして、
余ったお金をグループのメンバーで上手に使い切って下さい！
毎回大人気のゲームです。

内　　　容 宿　泊

鹿の解体や鹿料理が苦手なお子様は、 別メニューをご用意しております。

　　７：３０　　朝食（バイキング）
　　９：３０  　自然の家を出発　　　　　　　　　　　
１０ ：３０　　鹿アーティスト体験

１４ ：００　　鹿の村 出発
１５ ：２０　　夕食のお買い物ゲーム（アップルランド伊那にて）

昨年 11 月より、 食卓からワーキングマザーを応援するプロジェクト ” Mothernet x Vegetable”（M ベジ）がスタートして
います。 新鮮で安心な野菜宅配や、 アカデミック要素満載の食育イベントを行っております。

野菜宅配では、 鳥取県智頭町のおばあちゃんたちで結成された野菜新鮮組のお野菜をご家庭までお届けしています。 お孫
さんのために作ったお野菜のおすそ分けですので、 農薬も化学肥料も極力使用しません。 野菜作りにかける思いや、 鹿との戦
いなど、 様々なストーリーも一緒にお伝えしています。

また、食育イベントでは、前回のスプリングスクールでは「食材の不思議」というテーマで卵爆発や人工イクラの合成を行いました。
そして 5 月３１日より、 マザーネットで棚田を借り、 お米の Farm to Table（田んぼから食卓まで）を体感できる 「まい★
こめプロジェクト」 が始まります。

今回のスクールでは、「五感を磨く」ことをテーマとしてイタリア式メソッド「食の学校」を、そして「命の大切さ」「農業における獣害」
をテーマとしてジビエの解体を体験します。

１６ ：１５　　 伊那市発高速バスに乗車。 車中、 夕食（大阪組）
１６ ：２５　　 伊那市発高速バスに乗車。 車中、 夕食（東京組）
１９ ：４５　　 新宿西口バスターミナル着
２１ ：３６　　 新大阪駅着

■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％
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