参加申込方法

お問合せ先 ☎ 06-6444-0587（アジア協会アジア友の会）

土 と 水 と 緑の

第３２回

① 申込みは・・・
お電話にて公益社団法人アジア協会アジア友の会（TEL06-6444-0587）までお申込みください。
後日、申込み用紙を郵送いたします。（申込み用紙をお持ちの方は、本会まで郵送ください。）

■申込み締切日：7 月 15 日（水）
※先着順・定員に達した場合には締め切らせていただきます。

◎早割申込み締切：6 月 30 日（火）
②

参加費用

内

参加者
募集!

早割でお得！

※上記締切日までに参加費をお振込みください。

訳

中学生

参 加 費

50,000 円

52,000 円

【早割参加費】

【48,000 円】

【50,000 円】

プログラム費

38,000 円

38,000 円

（活動費･宿泊費･食費･保険代等含む）
【早割プログラム費】

【36,000 円】

【36,000 円】

12,000 円

14,000 円

交通費

「土と水と緑の学校」
子どもの様子も分かる！

～自然と語り、自然に学ぼう！～

小学生

（大阪－新宮バス往復）

学 校

「土と水と緑の学校」は毎年夏に新宮市で行っている自然学校です。
カヌーやくじらウォッチング等の体験活動と、自然を学ぶ学習活動があります。
大自然の中で自然のもつ不思議さや大きな力を学ぶと共に、
仲間と一緒に生活することで 思いやりの心を育てます。
この夏 「土水」で、かけがえのない思い出を作りませんか？

※ 現住所が新宮市、東牟婁郡、南牟婁郡、熊野市の参加者にかぎり、
参加費が 29,000 円になります。
※現地（新宮）に集合解散される方は、交通費を除いて下さい。

期

間： 2015年

場

所：

8月 7日

(金) ～

8月12日

(水）（5泊6日）

和歌山県 新宮市 高田地区

③当日までの流れ
参加申込み

保護者説明会
お知らせ・参加
費振込み案内
到着

保護者説明会

班分け名簿・

（大阪･新宮）

班スケジュールの到着

参加者の現住所が新宮市の方に限り、参加費が 27,000 円になります。

ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行
の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て 13 日前に当たる日（日帰り旅行は 3 日前）より前に連絡させていただき、お預かりしてい
る旅行代金の全額をお返しします。

締

切：

2015年7月15日（水）

定

員：

男女80名（先着順）

参

費：

加

（交通費含む）

小学生 50,000円
中学生 52,000円

5．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの

（1）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、プログラム
（1）本旅行は㈱トラベル ファイブ ジャパン（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施す
費、消費税等諸税が含まれます。
※現地（新宮）に集合解散される方は、交通費を除いて下さい。
る国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社受注型企画旅行契約を締結する
（2）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
ことになります。
（2）受注型企画旅行契約の内容・条件は、記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み
6．お客様からの旅行契約の解除（取消料）
時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款
お客さまはいつでも次に定める取消料を払って旅行を解除することができます。この場
受注型企画旅行契約の部によります。
合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻
しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
2．旅行のお申し込みと契約の成立
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
（1）申込書に所定事項をご記入のうえ、旅行代金の金額を添えてお申し込みいただきます。
取消料
①21 日目に当たる日以前の解除
無料
（2）電話、郵便、その他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点
②20 日目に当たる日以降の解除
旅行代金の 20％
で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から
③10 日目に当たる日以降の解除
旅行代金の 20％
起算して 7 日以内に申込書を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提
④7 日目に当たる日以降の解除
旅行代金の 30％
出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
⑤旅行開始日前日の解除 旅行代金の 40％
（3）受注型企画旅行契約は、契約の締結を承諾したときに成立したものとします。
⑥旅行開始日当日の解除 旅行代金の 50％
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100％
3．旅行代金のお支払い
なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただ
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日前にあたる日より前にお
いた日とします。
支払いいただきます。

4．旅行中止の場合

小学3年生 ～ 中学3年生

土水当日

本プログラム（内容、現地食事含む）は、アジア協会アジア友の会が責任を持ち運営し、交通手段や宿泊先（アジア協会指定）
は㈱トラベル ファイブ ジャパンが手配、実施します。本旅行（土と水と緑の学校）は㈱トラベル ファイブ ジャパンが当協会
との契約に基づいて実施する受注型企画旅行です。
1．受注型企画旅行契約

募 集 対 象：

船に乗ってくじらウォッチング

企画・主催： 公益社団法人 アジア協会アジア友の会
和歌山県新宮市
一般財団法人 新熊野体験研修協会
協

力： 近畿労働金庫

旅行取扱：

後 援： 和歌山県教育委員会
（申請中） 大阪府教育委員会
新宮市教育委員会
大阪市教育委員会
社会福祉法人 朝日新聞厚生文化事業団
社会福祉法人 産経新聞厚生文化事業団
社会福祉法人 読売光と愛の事業団大阪支部
公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団

株式会社トラベル ファイブ ジャパン （受注型企画旅行）
（観光庁長官登録旅行業第 823 号 日本旅行業協会正会員 支援システム会員）
〒541-0069 大阪市中央区博労町 3-6-7 御堂筋三都ビル
TEL 06-6253-0212（代表）

７．ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は 2015 年 5 月 1 日を基準としています。また旅行代金は 2015 年 5 月 1
日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

【お問合せ】

公益社団法人 アジア協会アジア友の会（JAFS）
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-14肥後橋官報ビル5Ｆ
TEL
06-6444-0587
FAX
06-6444-0581

FAX 06-6253-0679

土と水と緑の学校
日頃、自然を体験する機会の少ない子どもたち。大自然の中で生活する
ことにより、わたしたちの住んでいる地球の基本である土・水・緑につ
いて学び、その役割、大切さに気付いてもらうことが目的です。このよ
うな自然体験によって成長期における精神のバランスを保ち豊かな創造
力が育てられることを期待します。

土の日

土にはどんな生きも のがい るか

水の日

● 広報新宮

（2013年9月号）

に掲載されました ●

『自然から学ぶ』
8月8日、第30回「土と水と緑の学校」が開校しました。
市内や大阪方面、名取市の子ども達約80人が参加し、13日までの6日間市内高田を拠点に共同生活を
送りながら自然について学びました。
2日目に夕飯を自炊した班では、子ども達がかまどでカレーライスを作りました。
初めて参加した小学５年生の児童は、
「火を起こすのは難しかったけどおもしろかった。
3回目でやっと火がついた」と満足そうに話していました。

川でカヌー体験。しかけを
作って魚をつかまえてみよう！

な？土にすむ虫を見つけてみよ

高田の川はなぜきれい？

う！虫や微生物の役割から自然

水の大切さも学びます。

の生態系を学びます。

緑の日

森の中をハイキング。緑の働き

海の日

ホエールウォッチングで

● 参加者の感想 ●

や人々との関わりを、森林（森

くじらを見つけよう！

林浴の森100選）の中で学びま

磯観察では、エビや貝などの生

ぼくは、土水にいってよかったと思いました。その

す。

態について学びます。

理由は４つあります。一つ目はみんなとなかよくな
れたこと。二つ目は新宮にすんでいる子とまたあっ
たりするから、はなしやすいからいいと思いまし

心の日

世界の子どもたちはどんな暮らしをして
いるの？ 世界の自然や生活、私達の生
活との関わりを学び、グローバルな感覚
を育てます。

● 地元の先生方がバックアップ ●

た。三つ目は相手のきもちは分からないけどぼくに

「土と水と緑の学校は熊野の自然が先
生です。豊かな自然の中で楽しく遊び、
学んで下さい。海・山・川のほんまもん
の先生たちが皆さんを待っています。」

とっての親友ができたことです。四つ目は、ジュニ

近畿大学付属新宮高等学校教諭
熊野自然保護連絡協議会副会長
土と水と緑の学校講師 瀧野秀二

● 一週間のプログラム ●
1 日目 開校式

2 日目 土の日

3 日目 水の日

4 日目 緑･心の日

5 日目 海の日

6 日目 閉校式

アリーダーやリーダーとけっこう仲よくなったと
思います。

● 事前説明会の日程
日時：

5 月 23 日（土）14：00～15：00

「関心があって、参加してみたいな

6 月 20 日（土）14：00～15：00

と思うけど、はじめてなので不安」

（大阪市西区江戸堀 1-2-14）
土にすむ生物を見つけよう！

どきどき

カヌー体験！

大自然の中をハイキング。

くじらウォッチングへ！

地下鉄四ツ橋線｢肥後橋｣駅 ①－B 出口すぐ
地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 ④出口徒歩５分

友だちたくさんできたよ！

※
•
•
•
•

子ども約２０人・リーダー５名程度でひとつのグループを作り、約1週間の共同生活をします。
毎日違う寺子屋（集会所・公民館など）をめぐり、各プログラムを進めます。
安全や教育について研修を受けたボランティア約３０名が、子どもたちの生活をサポートします。
プログラムは、現役の学校教師や専門家が指導します。

[ニックネーム]

・・・・・ お申込みは事前説明会を聞いてからでもＯＫ

場所： アジア協会アジア友の会 事務局

さあ、土水がはじまります！

カツ

説明会出席を希望される方は下記まで
お申込み下さい。

【お問合せ】
（公社）アジア協会アジア友の会 担当：山竹・青木
ＴＥＬ 06-6444-0587

メール： asia@jafs.or.jp

そんな初めての親御さんを対象に
した事前説明会を開催します。

