
ぽかぽか春の森あそびＡ

目指せ山の王！山賊キャンプＣ

キ ャ ン プは る や す み険冒

ほのぼのアニマルキャンプＤ

日本縦断サイクリングキャンプＥ

★ロープアスレチックに挑戦！

★バンブーアーチェリーで獲物をねらえ！

★とろふわ焼きマシュマロのおやつ作り

★青竹で焼くビッグバームクーヘン作り

【活動プログラム】【活動プログラム】

★自然の材料でオリジナル秘密基地づくり

★山賊と言えばコレ！ワイルドいろり作り

★火おこしチャレンジ！いろりで山賊鍋パーティ

★山賊のつどい！ナイトキャンプファイヤー

★朝明の森を冒険しながらウォーキング

★てっぺんを狙えるか！？ロッククライミング

★竹でくるくる焼くよ！手づくりバームクーヘン

【活動プログラム】【活動プログラム】

★牧場で働く牛にごはんをあげよう♪

★牧場の動物ふれあい体験

★コツがいるよ！牛の乳しぼり体験

★新鮮ミルクで作る！バター作り体験

★満点の星空！？牧場キャンプファイヤー

★牧場で盛大に！バーベキューパーティ

★乗り心地はサイコー？乗馬体験

【活動プログラム】【活動プログラム】

　春の森にお祭りがやってきた！？みんなでワイワイだ！ 

ロープで作られた「ぐらぐらつり橋」や、弓矢で獲物をねらう

「バンブーアーチェリー」、たくさん遊んでおなかが空いたら

「トロトロマシュマロ」や「巨大バームクーヘン」を作ろう！

みんなで春の自然を満喫だ！！ 
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「トロトロマシュマロ」や「巨大バームクーヘン」を作ろう！

みんなで春の自然を満喫だ！！ 

　春の山でたくましい山賊になろう！鈴鹿国定公園に指定されている自然豊かな朝明渓谷を舞台にキャンプをするぞ！

まずは山の材料で「オリジナル秘密基地」をつくろう！どんなヒミツ基地ができるかな…！？

 おっと、晩ご飯を作る「山賊式イロリ」も忘れずに！夕食は山の幸を豪快に入れたアツアツの「山賊鍋」だよ！

夜は原住民の「キャンプファイヤー」で仲間と盛り上がろう！ほかにも、青竹でつくる「手づくりバウムクーヘン」や

「冒険ウォークラリー」「ロッククライミング」など盛りだくさんのキャンプだよ！

　春の山でたくましい山賊になろう！鈴鹿国定公園に指定されている自然豊かな朝明渓谷を舞台にキャンプをするぞ！

まずは山の材料で「オリジナル秘密基地」をつくろう！どんなヒミツ基地ができるかな…！？

 おっと、晩ご飯を作る「山賊式イロリ」も忘れずに！夕食は山の幸を豪快に入れたアツアツの「山賊鍋」だよ！
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「冒険ウォークラリー」「ロッククライミング」など盛りだくさんのキャンプだよ！

２日目
３日目

１日目
…だんだん無言に

おしりが痛い…

…だんだん無言に

おしりが痛い…
感動のゴールがそこに！

涙無しではゴールできない！？
感動のゴールがそこに！

涙無しではゴールできない！？
みんな気合十分！

さぁ、スタート！

みんな気合十分！

さぁ、スタート！

まだまだ元気だ！

余裕の笑顔も！

まだまだ元気だ！

余裕の笑顔も！ 最終日ここが正念場だ！

チームで励ましあおう！

ここが正念場だ！

チームで励ましあおう！４日目

　ポカポカ季節にもってこい！富士山の麓にある「牧場」でたくさんの動物たちとふれ合おう。

牧場で働いている牛への「エサやり体験」や「乳しぼり」にも挑戦！新鮮な牛乳で「オリジナルバター」を作って

クラッカーにつけて食べればそれはもう絶品！？

　他にも「乗馬（ひき馬）体験」や富士山を眺めながらの「牧場バーベキュー」、夜は盛大に「キャンプ

ファイヤー」もするよ！そしてお風呂は珍しいドラム缶の「ごえもん風呂」だよ！スローライフを味わってみよう♪

　ポカポカ季節にもってこい！富士山の麓にある「牧場」でたくさんの動物たちとふれ合おう。

牧場で働いている牛への「エサやり体験」や「乳しぼり」にも挑戦！新鮮な牛乳で「オリジナルバター」を作って
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なりきりアルフィン忍術道場Ｂ

★まずはニンジャの衣装に変身だ！

★忍者屋敷を探検だ！色々なしかけが…⁉
★たくさんのニンジャ修行にチャレンジ！

★手裏剣投げに挑戦！的に当たるかな！？

【活動プログラム】【活動プログラム】

　さぁ！みんなで戦国時代へタイムスリップ！まずは「忍者衣装」に変身だ！

いろんな忍者修行をクリアするぞ！「綱渡り」や「石垣登り」に「カベ渡り」

「井戸ぬけ」などなど…

　あ！忍者といえば「手裏剣投げ」にも挑戦だ！みんなまとに当てられるかな？

そして、忍者が住んでいた「忍者屋敷」ではどんなカラクリが…！？

　さぁ！みんなで戦国時代へタイムスリップ！まずは「忍者衣装」に変身だ！

いろんな忍者修行をクリアするぞ！「綱渡り」や「石垣登り」に「カベ渡り」

「井戸ぬけ」などなど…

　あ！忍者といえば「手裏剣投げ」にも挑戦だ！みんなまとに当てられるかな？

そして、忍者が住んでいた「忍者屋敷」ではどんなカラクリが…！？

売切ゴメン
★満員になり次第受付終了し、キャンセル待ちとさせていただきます。

★フォームで申し込みできた場合でも、定員を超えてしまっていることがあ

　ります。その際はお電話にてその旨お伝えしキャンセル待ちとさせていた

　だきます。

★キャンセル待ちの方には、キャンセルが出た際、先着順でご連絡します。

★初日は、各集合場所（JR半田駅もしくはJR安城駅 ＊お住いの最寄駅で設定します）より、職員と一緒に敦賀駅まで電車で移動します。自転車は物品車で搬送します。★初日は、各集合場所（JR半田駅もしくはJR安城駅 ＊お住いの最寄駅で設定します）より、職員と一緒に敦賀駅まで電車で移動します。自転車は物品車で搬送します。

！ WARN ING ＊参加する上での注意点を確認してください。

① 一人で公道を問題なく走行できるスキルがあるか

② 長距離を負担なく走ることのできる自転車（変速ギアなど）があるか

③ 途中でくじけず最後まであきらめない心があるか

　毎年好評！４泊５日の「サイクリングキャンプ」でレベルアップをしよう！

　今年はサイクリングキャンプ初年度のコースに戻って日本縦断するよ！

福井県敦賀市から愛知県安城市までの合計走行距離はなんと約200km！

　サイクリングしながらその地域の「おもしろスポット」を見つけて寄り道

もしちゃうかも？ 自転車じゃないと見つけられないスポットもたくさん！

　さぁ、長くてけわしい道のりをチームで協力して乗り越えよう！

ゴールの時の達成感は一生の宝物だよ！
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キャンプキャンプキャンプ

2023

ご入学・ご入園・ご進級ご入学・ご入園・ご進級ご入学・ご入園・ご進級

ライン＠は、右記ＱＲコードから、

または下記ＵＲＬから登録することができます。

★最新イベント情報を配信！

★お得なクーポンの配信！

★登録者限定イベントあり！

アルフィンの

集合場所は…

自宅付近自宅付近自宅付近！！！
朝から遠くまで出なくてもＯＫ！

保護者の方

らくらく！

★サイクリングキャンプは「JR半田駅」か「JR安城駅」が集合場所です。
★その他のコースの集合場所は、公共施設や公園となる場合が多いです。
★場合によっては、幹線道路・高速道路インター付近になることも
　ありますが、活動時間確保のため、ご了承ください。
　　　 ★集合時間は７時～９時頃、解散時間は１７時～１９時頃となる
　　　　 ことが多いです。集合解散時間は募集締切後に決定されます。

ツアー中は

食事食事食事全て全て 付き！付き！

朝早く… お弁当を作る手間なし！

お母さんに

朗報です！

お弁当作らなくていいから

ラクだわ～♥
ゆったりしてください！

おめでとうございます！おめでとうございます！

旅体験の　　に出よう！体験の　　に出よう！

スプリングスプリングスプリング

申込
期間

２
１

２
26

３

責任をもってお預かりします！

子どもたち約10人に
対して１人の

スタッフを配置します！

小人数
管理体制！
小人数

管理体制！ ４

女の子ルームには
女性のスタッフ

がいます！

お部屋にスタッフが

常駐します！
お部屋にスタッフが

常駐します！

５
（公社）日本キャンプ協会認定 
キャンプインストラクターまたは
ディレクター１級・２級の資格保有者が
キャンプの企画・監修をしています。

キャンプ専門講師

が同行します！
キャンプ専門講師

が同行します！

【キャンプにおける留意事項】

●プログラム写真はイメージです。

●活動場所・プログラムは、天候や現地の環境によって変更にな

　る場合がございます。雨天の場合、代替プログラムを行って活

　動をしていきます。

●現地での活動の様子を収めた写真を、後日インターネット販売

　致します。お帰りの際に、閲覧パスワード等を記載したお手紙

　を参加者に配布致します。

●お預かりした個人情報は、当団体のみで管理・保管し、第三者

　に公表致しません。

●当団体のキャンプは「旅行」ではなく、野外でのあそびを通して、楽しさや失敗の中にも、たくさんの学びを発見してもらう「教育

　キャンプ」です。自分の荷物の整理整頓やご飯の準備・片づけなど、生活面におけることは全て自分で行います。また、その他にも

　様々な面で教育要素を取り入れて、当日の指導にあたります。保護者の皆さまのご理解・ご協力、よろしくお願い致します。

●「小さなケガを経験し、大きなケガを防ぐための知恵を学ぶ」こ

　とをモットーに活動します。切傷や擦傷・打撲など、小さなケガ

　をする可能性もございますが、その経験を次に活かせるような声

　掛け・指導をしていきます。野外での活動となりますので、リス

　クを伴いますが、野外活動専門指導員が同行し、大きなケガが起

　こらぬよう、当日は安全管理に努めます。

●参加費の中には「宿泊費・食費・交通費・体験費 等」を全て含ん

　でおります。お客様の都合により、経費の一部を利用しなかった

　場合も払い戻しは致しません。

【免責事項】
「特定非営利活動法人アルフィン」（以下「当団体」といいます）は、下記のように免責事項を定めさせていただいております。

活動中は、ご参加者様の安心・安全に最大限に努めてまいりますが、何卒免責事項にご理解を賜りますよう、宜しくお願い致します。

１．活動中、当団体インストラクター または 現地スタッフの指示外 または 指示に従わなかったことによって起きた、ご本人様、もし

　　くは同伴のお子様に発生した一切の事故や怪我・病気（アレルギー含む）などの責任を負いかねますことを予めご了承ください。

２．医師の診断等を受けて、外出の禁止 あるいは 注意を受けていた場合は、当キャンプへの参加はできません。

　  また、当団体ではその責任を一切負いません。

３．盗難防止のため、貴重品等は持たせないでください。当団体では、盗難・紛失についての一切の責任は負いません。

４．アレルギー・持病・怪我等の留意事項がある場合は、必ず事前に当団体までご連絡ください。また、事前に送付する「健康管理表」

　　に記入し、当日インストラクターにお渡しください。 当団体では、未連絡等が原因でお子様に発生した一切の事故や怪我・病気

　　（アレルギー含む）などの責任は負いません。

５．活動中、独自のマニュアルに基づき、全職員をもって感染症防止対策に努めますが、万一、それでも感染症が発症してしまった

　　場合、当法人では責任を負いかねますことを予めご了承ください。

６．活動中、イベントの様子を静止画 または 動画で撮影します。撮影した写真および映像は、後日、「インターネット販売」「ホーム

　　ページ等に掲載」します。また、宣伝等の目的で、各媒体に掲載（二次利用）することがありますので、予めご了承ください。

アルフィンの安心キャンプ体制アルフィンの安心キャンプ体制

キ
ャ
ン
セ
ル

キャンセルの場合は、必ず下記事務局までご連絡ください。

申込の際は、右記キャンセル規定を必ずご確認ください。

※ お振込み後にキャンセルされた場合は、イベント後にお振込にて

　 返金させていただきます。

※ 返金の際の振込手数料はお客様負担となります。

※ ご家庭の予定をご確認の上、お申込みください。

保 

険

国内旅行傷害保険に加入します。（入院2200円、通院1200円、死亡・後遺傷害300万円）
＊それ以上の補償をご希望の方は、別途個別に保険へご加入ください。

申
込
後

記載の専用フォームからお申込み完了後、３月上旬までに【参加要項（持ち物や注意点を記載）／ 振込用紙 ／ 健康管理表 ／ 同意書】を郵送します。

万が一、お手元に参加要項等が届かない場合は、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。

④ 当日（＊無連絡は全額） 50％

① キャンプ15日～５日前

② ４日前～２日前

20％

30％

キ
ャ
ン
セ
ル
規
定

③ 前日 40％

https://ssl.formman.com/t/RztZ/

活 動体制 お申し込み前に必ずご確認ください

申込方法

①ＱＲコードから申し込み

②ＵＲＬから申し込み

下記のいずれかの方法でお申し込みください。

スマートフォン、またはタブレット等で、

ＱＲコードを読み取っていただき、専用

申込フォームからお申し込みください。

ＵＲＬを入力できる機器を使用し、下記ＵＲＬを入力してください。

専用申込フォームにジャンプするので、そちらからお申し込みください。

③ホームページから申し込み

ＮＰＯ法人アルフィンのホームページトップにある「イベント情報・お申込み」

バナーをクリックしてください。

専用申込フォームにジャンプするので、そちらからお申し込みください。

ＮＰＯ法人アルフィン

感染症
予防体制！
感染症

予防体制！
★定期的な検温
★アルコール消毒
★手洗い・うがい
★少人数での送迎
など、感染が
起きないよう
徹底します。

２

送迎システム送迎システム送迎システム！！！
たくさんの人が乗る観光バスではなく

　　　マイクロバスやワゴン車などでの

　　　　分散送迎！

感染症対策の

一つとして 少人数少人数

◆対象学年は、３月時点での学年になります。対象外の学年でご参加希望の場合は、お手数ですが事務局まで一度

　ご相談ください。

◆サイクリングキャンプ参加希望の方は、安全のため最低限の自転車スキルが必要です。

　また、自転車・ヘルメット・その他サイクリングに必要な物品はご家庭でご準備ください。

　レンタル等は準備がございませんので、あらかじめご了承ください。

割割 引引お得な！お得な！ システム！システム！

① ファミリー割！① ファミリー割！ ② クラブ割！② クラブ割！ ③ たくさん割！③ たくさん割！

兄弟・姉妹でお申込みいただくと、

家族分の総額から、日帰り５００円、

宿泊１０００円を割引します！

スポーツクラブアルフィンの会員（体操・スポ鬼

サッカー・ハンドボール・プログラミング）の方は、

日帰り５００円、宿泊１０００円割引！

一人で２つ以上のコースをお申込みいた

だいた方は、総額から日帰り５００円、

宿泊１０００円を割引します！

事務局ＴＥＬ（070）5331-2271

メール：info@npo-alphin.com

特定非営利活動法人 アルフィン特定非営利活動法人 アルフィン特定非営利活動法人 アルフィン特定非営利活動法人 アルフィンNPO法人アルフィン

アルフィンの活動の様子をInstagramで公開中！
昨年までのキャンプの様子やスポーツクラブの練習風景も掲載
しています！キャンプ中はストーリーズにて様子をアップして
いきますので、この際にフォローをお待ちしております！

〒475-0821 愛知県半田市船入町40

Instagramご覧ください お手持ちのスマート
フォン標準カメラで
ＱＲコードをスキャン
して、簡単にフォロー
することができます。

コ ー ス 日　程 施　設 対　象 料　金

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

ぽかぽか春の森あそび

なりきりアルフィン忍術道場

目指せ山の王！山賊キャンプ

限界に挑戦！
日本縦断サイクリングキャンプ

３／２５（土）

３／２９（水）

３／26（日）・27（月）

３／31（金）～4/4（火）

さがらの森

朝明茶屋キャンプ場

甲賀の里忍術村

大見いこいの広場
グリーンパーク山東

RE CAMP養老
名古屋市青少年センター

年少～小３

年少～小３

年長～小６

【キャンプ詳細】

小３～中１

９９００円

９９００円

２５３００円

５２８００円

ほのぼのアニマルキャンプ ３／28（火）・29（水） 年長～小６ ２５３００円ハートランド朝霧

★２/１（水）10：00～ 申込フォームでの受付を開始します。

　10：00以前のお申込みは受け付け出来かねますので、ご了承ください。

★サイクリングキャンプは、定員を超えた場合キャンセル待ちとして

　受付させていただきます。

１

場合によっては、少し遠方まで
来ていただくこともございます。

往復送迎で
移動もらくらく！

往復送迎で
移動もらくらく！

ご自宅付近の集合場所ご自宅付近の集合場所 マイクロバス または
ワゴン車で直行！

マイクロバス または
ワゴン車で直行！

★お申込みＱＲコード


