
　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。 小学１年生も安心してご参
加いただけます。 ご参加を心よりお待ちしております。

■日　程 2019 年８月 20 日（火）～ 22 日（木） 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 阪急梅田 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.mothernet.co.jp

■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１－１５ アセンズ新大阪２F
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 52 回目の開催となります。 のべ 980 名のお子様に
ご参加いただき、 初期の参加者は社会人となっています。

■集合 ・解散 < 大阪 >
集合 2019 年 8 月 20 日（火） 　  8:10 阪急梅田バスターミナル（8:30 発）
解散 　　　　　  8 月 22 日（木） 　21:45 阪急梅田バスターミナル着

< 東京 >
集合 2019 年 8 月 20 日（火） 　  9:00 バスタ新宿（南口）（9:30 発）
解散 　　　　　　8 月 22 日（木） 　19:45 バスタ新宿着（南口）

サマースクール 2019 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

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

サマースクール 2019 in 信州（8/20 ～ 8/22 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

会員 NO.　　　　　　　　　　　　

　　　　
続柄（　　　　　　）

★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２０日
（火）

ロッジ

８月２１日
（水） ロッジ

（大阪組）８：１０阪急梅田バスターミナル集合－８：３０阪急梅田発阪急バス－
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バスタ新宿集合－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　　キャンプファイヤー
２０：３０　　入浴
２１：００　　就寝
　
　　７：３０　　朝食（バイキング）

１２：００　　昼食（バイキング）

１３：００　　マイスプーン作り体験

　　９：００　　自然の家出発
　　９：３０　　渓流釣り

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）

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 & ビンゴゲーム
２１：００　　 就寝

薄暗い谷間に静かに日が差してきて、キラキラと川面が光り始めます。渓流の
荒々しい水の音、時折聞こえる名も知らぬ鳥の鳴き声。 はやる気持ちを押さえ
て、そっと竿を出し、川に糸を垂らします。 魚ではなく、トカゲを釣る子どもも・・・ 。
ただ魚を釣ることだけが楽しみではありません。 きれいな水や、渓流に住む生物、
その周辺の景観を見ることも楽しみの一つです。

木の部品を削ったり、 電熱ペンで装飾したりしてスプーンの柄をつくり、 自分だ
けのオリジナルスプーンを作りましょう。



日　程

８月２２日
（木）

マザーネットの食育 Food Education とは？

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

標高 900m、高原のさわやかな空気の中ブルーベリーを収穫します。
※ブルーベリーの生育状況によってはブルーベリーコンポート作りに変更する場合
がございます。

　　７：３０　　朝食（バイキング）
　　９：３０  　自然の家を出発　　　　　　　　　　　
１１：００　　ブルーベリー収穫体験

１３ ：１５　　昼食
１５ ：２０　　夕食のお買い物ゲーム（アップルランド伊那にて）

１２ ：３０　　みはらしの湯に入浴
　　　　　　　　　　子どもたちに大人気の温泉。
　　　　　　　　　　南アルプスの雄大な姿をながめながら、 日頃の疲れをいやします。

　マザーネットは働くお母さんを食から応援するため、そして未来の食と農の優秀な担い手を育てるため、2015 年より食育事業
を行っています。
鳥取県智頭町の 『おばあちゃん野菜』 の宅配事業とともに、力を入れるのが食育プロジェクト。
自然体験スクールの中では、イタリア ・ フランス発祥の感性教育メソッドを取り入れたり、学術界で議論される食農問題を教育プ
ログラムへ落とし込んだりしながら、子どもたちに食を通して大切なことを伝えています。
今までに、無農薬米作りやジビエ（鹿）の解体など、新しい食育を考え続けています。
今回のサマースクールでは、「渓流釣り」 と 「ブルーベリー収穫体験」 を行います。

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　　 バスタ新宿（南口）着
２１ ：４５　　 阪急梅田バスターミナル着

■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％


