験

・

この度 日本旅行では、北海道は函館・大沼にて「子ども達に人間形成や人生を
豊かにする価値観を育み、将来の人生に影響を与え、健全な判断力を培う」こと
NPOザ・ファースト・ティ
を目的とした、小学生向け特別プログラムツアーを企画致しました
プログラムの様子
ザ・ファースト・ティ
プログラム

生きる力
子どものチカラ研究会

プログラム
一般社団法人子どものチカラ研究会
プログラムの様子

（人間形成）

道徳共育
プログラム
道徳共育
プログラムの様子

ツアースケジュール（日程）
☆1日目（7/30）
13:00 現地会場「函館大沼プリンスホテル」集合（開校式）、こどもアイスブレイク アクテイビテイ
18:00～ 夕食・入浴指導、「子どものチカラプログラム（友達作り遊び＆ゲーム大会）＆子どもミーテイング等」21:00就寝
☆2日目（7/31）～5日目（8/3）
7:00 朝の集い、8:00 朝食指導
9:00～14:00頃 ＊「子どものチカラプログラム」下記：予定プログラム内容（途中昼食有り）
＊２日目（フォレストアドベンチャー、自転車ポイントラリー）
＊３日目（ 噴火湾の海遊び：豊かな海を五感で遊びます＆水無温泉：間欠泉、海浜温泉）
＊４日目 ☆「アンガーマネージメントプログラム（文部科学省推奨）＆食育プログラム」
＊５日目（ 仲間で協力して筏<イカダ>を作り大沼湖の横断チャレンジ）
15:00～17:00 ＊「ザ・ファースト・ティプログラム」各テーマとゴルフ内容（尊厳/パッテイング・礼儀/アプローチ・
責任/フルショット・正直/コースランウンド）
18:00～ 夕食・入浴指導、
19:30～21:00頃 ＊「子どものチカラプログラム＆子どもミーテイング等」下記：予定プログラム内容
＊２日目（ナイトウォーク＆星空観察）
＊３日目（ナイトトラップ生き物探し）
＊４日目（キャンプファイヤー）
＊５日目（閉校式＆終了パーティ）」、21:00就寝
☆6日目（8/4）朝食後自由解散
※確定したお時間プログラム内容（最終ご案内書）は開催日の10日前頃にご案内致します
※当プログラムは地域を含めた各関係機関からの協力をいただき実施をするため、報道等による写真やインタビュー、アン
ケートなどがありますのであらかじめ御了解の上お申し込みください
集合日：7/30（月）及び解散日：8/4（土）に函館空港⇔（函館駅経由）宿泊ホテル間無料送迎バス運行＊裏面お知らせ参照
旅行企画実施：㈱日本旅行
協力：NPOザ・ファースト･ティ・オブ・ジャパン、エヌプラニング・アソシエイツ、一般社団法人子どもの
チカラ研究会、札幌らっきょ、㈱アルテワークス、㈱エスプリ・ゴルフ、函館大沼プリンスホテル等

ザ・ファースト・ティ
（The First Tee ）プログラム
『ザ・ファースト・ティ 』とは
ゴルフを通じて「子供達に人間形成、人生を豊かにする価値観を育み、将来の人生
に影響を与え、健全な判断力を培う」ことを目的とした教育プログラム。 1997年
にアメリカでスタートし、全世界で累計1,400万人以上の青少年が参加しています
■ゴルフ技術を教えるジュニアゴルフ教室ではありません！！！
① 自らが審判となる唯一のスポーツ「ゴルフ」を通じた人間形成に主眼を置いています
② 米国での20年間の実践および児童教育の専門家など各分野の専門家により、開発されている
段階的なプログラム体系（人生における目標設定など）で長期継続的に受講可能です
③ アメリカでは、ゴルフコースだけではなく、学校体育、放課後教育としても実施されています

ナイン・コア・バリュー（Nine Core Values)
Sportsmanship
スポーツマンシップ ザ・ファースト・ティで学ぶライフスキル （生き

Honesty
正直

Integrity
誠実

Respect
尊敬

Confidence
自信

Responsibility
責任

Perseverance
忍耐

Courtesy
礼儀

Judgement
判断

ていく上で必要な能力） の中核となっているのは、
ナイン・コア・バリューと呼ばれる９つの重要な
バリュー（価値）です

保護者の皆様へ
■ファースト・ティのプログラムの考え方
・子供達にできるだけやらせる【言う（教える）＜やらせる】
・結果ではなく、成長するプロセスに焦点を置く
・子供達が楽しく、前向きにできるようにする
・続けて学習してもらう
■プログラムの特長
・子供たちの安全を最優先したプログラムを実施します
・毎回ゴルフを学びながら、ナイン・コア・バリューの一つを学びます
・ヤーデージブックと呼ばれるノートに子供たちが学んだ内容を書き込みできるようになっています
・プログラムの最後には、振り返りの時間があり、「今日学んだ「礼儀」は、家や学校だったらどんな時に
使う？」ということを子供達と話します
・是非、お子様に学んだことを聞いてあげてください。そして、普段の生活で実践できるようサポートして
あげてください

道徳共育＆アンガーマネジメント
プログラム

講師：接遇マナー・教育研修コーデネーター 高瀬裕美

この合宿型「道徳共育プログラム」の中で、お子様の成長の度合いに合わせてお互いを思い遣
り社会生活を円滑に営むためのルールやマナー・エチケットを、日常生活やあらゆる場面で考
え行動出来るような人に成長できる様お手伝いさせて頂きます。
■１、生活のルールとマナーを学ぶ（道徳教育）
・靴の脱ぎ方、揃え方(スリッパ）・身の回りの私物の整理整頓（洋服・バッグなど）
・洗面所やトイレ、お風呂の使い方・お食事のマナーブッフェ（並び方、取り方、盛り方）
・着席時（テーブルマナー）
■２、相手と良い人間関係を作る為に必要な要素を身につける（道徳教育）

・明るく笑顔でする挨拶 ・TPOにあわせた身嗜みで自分を演出
・言葉の選び方と使い方で品格形成・感じの良い態度で相手を思い遣る
■3、 怒らない体操（アンガーマネジメント）文部科学省推奨 講師：岡本真なみ
・普段からイライラしない、急に怒らないように心の器を広げるための体操
■4、食を通じた道徳教育（食育）
講師：スープカレーらっきょシェフ 井手剛
・食循環、自然保護、安心安全な食材と食ロスへの意識開発をスープカレーから学びます

子どものチカラ
プログラム

By「子どものチカラ研究会」

大沼の大自然ででっかい北海道ならではの夏休みを体験しよう！
期間中、昼間の時間を使い大沼周辺の様々な自然を活かした野外活動に挑戦します
■１日目は初めて会った友達と森の仲間作りをします

■２日目は仲良くなったお友達と協力して大沼へ自転車を使いポイントラリーに出
発。夜は静まった森の中でのスターウォッチング。今まで見た事の無いような星
の数にきっと驚く事でしょう
■3日目は少し遠出して噴火湾の海で思いっきり海遊び。潮の満ち引きを利用した温
泉にも入ります 夜はナイトトラップ生き物探し
■４日目の子どものチカラプログラムは、みんなで過ごす最後の夜として、一緒に
過ごした仲間と火を囲んでキャンプファイヤーをします みんなで最後の夜を楽
しみ、ゲームや歌で盛り上がりましょう！

■最終日はみんなで力を合わせて最後のチャレンジ！大沼を自分たちの力で渡り切
ります！
２０１８年夏休み、北海道の大自然に囲まれてでっかいチャレンジをしよう！
保護者の皆様へ
子どものチカラ研究会は、年間を通して幼児・小中学生を対象とした宿泊型体験教育キャンプを数多く開催し
ている団体です 今回のツアーでは日中のプログラムだけではなく、起床から就寝までを子どものチカラの経
験豊かなスタッフがお子様の安全管理や生活面のサポートをします 期間中はお子様一人ひとりの様子を知
る為に、毎晩お話会を開き、生活や心のケアーにも気を配り進めます

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致します

事前にご確認のうえお申し込みください

■日程｜7月30日（月）～ 8月4日（土） ■現地集合時間 13：00
■現地集合解散｜場所：函館大沼プリンスホテル専用受付前(下記お知らせ参照)
■旅行代金｜199.000円
■食事条件｜朝食5回 昼食4回 夕食5回
日本新三景「大沼国定公園」の
■募集定員｜25名 ■最少催行行人員｜ 20名(※1)
自然の息吹を感じるリゾートホテル
■参加条件｜小学生限定のご参加とさせていただきます。(※2)
■参加単位｜1名様よりご参加いただけます
■添乗員及び｜現地集合場所から解散場所まで1名同行致します
＊ご自宅又は前泊地～函館～ご自宅又は後泊地（添乗員無）
■ツアー募集締切日｜2018年6月29日(金)※定員になり次第締切
(※1)原則として出発日の30日前（6/30）迄に最少催行人員に満たない場合はツアーの
催行を中止いたします ツアーキャンセル時は弊社よりご連絡を差し上げます
(※2)保護者様の同行は自由です
別手配で宿泊付「保護者向けお迎え宿泊プラン」をご用意致します

コテージ棟

函館大沼プリンスホテル
北海道カントリークラブ

≪旅行代金に含まれるもの≫
≪旅行代金に含まれないもの≫
①各プログラム代
①現地集合場所までの交通費
②宿泊代：「函館大沼プリンスホテル」
＊お申し込み担当支店にて別途ご対応
コテージ利用4名様1室（男子・女子別相部屋）
②個人的な費用（お飲物費用等）
③食事：朝食5回 昼食4回 夕食5回（最終日終了パーテイ含む）

＜保護者の方へのお知らせ ： インフォメーション＞
☆「保護者向けお迎え宿泊プラン」をご用意 （詳しくは下記のお申し込み担当支店へ）
・8/3（金）～8/4（土）2日間・函館大沼プリンスホテル（本館） 旅行代金： 1泊2食（朝食＋夕食終了パーテイ込み）
＊お一人様21,210円（税込み）宿泊（シングル1名1室利用）、お一人様15,810円（税込み）宿泊（ツイン2名1室利用）
ご注意）ご自宅又は前泊地～函館～ご自宅又は後泊地（添乗員は無）
☆ 集合日と解散日に函館空港/函館駅経由/プリンスホテル（集合・解散場所）間との無料送迎バスが集合・解散時間に合わせ運行されます
⇒集合日：7/30（月）函館空港（12：00発予定 ）
⇒解散日： 8/ 4（土）函館空港（11：00着予定）

国内募集型企画旅行条件書(要約)※必ずお読み下さい。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい。

この旅行は、㈱日本旅行ＭＩＣＥ営業部（以下「当社」といいます）が企画･実施する旅行であり、この旅行
に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。
１．お申込み方法と契約の成立
(1)当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、下記のお申込金を添えてお申込み下さい。お申込
金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。

5．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。
・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮
6．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害につ
いては、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金を
お支払いします。

旅行代金の額

申込金（おひとり）

20,000円未満

5,000円以上

20,000円以上50,000円未満

10,000円以上旅行代金まで

50,000円以上100,000円未満

20,000円以上旅行代金まで

100,000円以上

旅行代金の20％以上

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》

(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
(3)団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を行います。
(4)旅行代金は旅行出発日の15日前までにお支払いいただきます。
2．旅行中止の場合…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30
日に当たる日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。
３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
パンフレットに記載された日程に明示された各プログラム、交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等
諸税及び添乗員同行費用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質
の諸費用は含まれません。
４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。
なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
旅行契約の解除期日

取消料（お一人様あたり）

①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
21日目にあたる日以前の解除

無料

②20日目にあたる日以降の解除(③～⑥を除く)

旅行代金の 20%

③7日目にあたる日以降の解除(④～⑥を除く)

旅行代金の 30%

④ 旅行開始日前日の解除

旅行代金の 40%

⑤旅行開始日当日の解除(⑥を除く)

旅行代金の 50%

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100%

安心してご旅行をしていただくため、
お客様ご自身で保険をおかけになることをおすすめいたします。
7．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契
約の部 第29条別表二欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償金を
お支払いします。
8．個人情報の取り扱い
（1）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や
運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させて頂きます。
（2）当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見、ご感想
の提供・アンケートのお願い③統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。
（3）この他当社の個人情報取り扱いに関する方針等についてはHP（http://www.nta.co.jp)でご確認下さい。
（4）当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子的方法等によりお客様の個人情報を
提供します。なお、これらの事業者への個人情報の提供の「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に
出発の14日前までにお申し出下さい。
9．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2018年5月10日現在を基準としています。
[旅程管理] この旅行では約款に定める旅程管理は行いません。旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券
類をお渡しいたしますので、サービスの提供を受ける手続きはお客様自身で行っていただきます。

このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明
書面及び同法第12条に定める契約書面の一部となります。

・

客相18-38
観光庁長官登録旅行業第 1674

内

・

観光庁長官登録旅行業第２号

営

号

当

〒041-0821 函館市港町１丁目２－１
〒160-0017 東京都新宿区左門町16-1四谷 TNビル４階 総合旅行業務取扱管理者：島嵜 賢
ポールスターショッピングセンター Ｃ棟２階
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様
月～金 9：30～17：30 （土・日・祝祭日休業）
の旅行を取扱う箇所での取引に関する 月～金 10：00～18：00 土 10：00～13：30 （日・祝祭日休業）
責任者です。
この旅行契約に関しご不明な点がござ
いましたら、ご遠慮なく上記旅行業務
取扱管理者にご質問下さい
当
嵜

03-5369-4540

0138-62-3770
0138-62-3775

当

・

「わくわくゴルフ＆自然体験 IN 函館・大沼」（期間限定特別プログラム）
＜2018年7月30日～8月4日 6日間＞
ご旅行申込書・未成年のお客様のご旅行参加同意書

整理番号：
記入日

個人情報の取扱、旅行条件に同意の上、太枠内すべてご記入・押印し、旅行販売店にFAX又は郵送して下さい

受付日

2018
20

/
/

/
/

個人情報の取り扱いについて
①株式会社日本旅行(以下｢当社｣といいます)は、ご提供いただいた個人情報を旅行に
関しての諸手続き、運送・宿泊機関等のサービス手配・提供、健康管理、緊急時の連
絡、親権者との連絡、当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン
情報の提供のために利用させていただきます。②お預かりした個人情報は第三者には
提供しません。③提携する企業に個人情報の取り扱いを委託することがあります。
④当社の個人情報の取り扱いに関する方針等の詳細はホームページをご参照ください。
(http://www.nta.co.jp/)
⑤個人情報の提供はお客様の任意によるものです。一部の任意記入項目にご記入

いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供で
きないことがあります。⑥お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正
削除、利用停止の請求を行うことができます。下記のお問合せ先までお申し出下さい
当プログラムは地域を含めた各関係機関からの協力をいただき実施をするため、
報道等による写真やインタビュー、アンケートなどがありますのであらかじめ御了承
の上お申し込みください。
【個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ】 個人情報保護管理者 ㈱日本旅行
本社お客様相談室 TEL03-6895-7883 ／平日09：45～17：45 土日祝休

私は親権者を代表し、下記に記載する旅行参加者が貴社と旅行契約を締結すること、及び上記の個人情報の取り扱いに同意し当該旅行の手配に必要な氏名等の個人情報を貴社に提出するこ
と、及び、旅行中撮影した動画像を参加者へ配布・販売、パンフレット・報告書・ホームページに掲載すること、について同意いたします。
参加者からみた 国内旅行傷害保険の加入
続柄
（手続きは別途必要です）

フリガナ
親
権
者
同
意
欄

補償内容・保険料など旅行取扱
店
にご確認ください。

親権者氏名

□加入希望 □資料希望
□希望しない

E-mail (任意)
ご意見
ご要望

西暦20

年

日 親権者 署名 ：

月

㊞

フリガナ

フリガナ

参加者氏名

学校名
生年月日
（西暦）

男・女

性別

20

年

月

学年

日

年生

帰着時年齢

歳

〒

住所
電話番号
（自宅）

緊急時連絡先
携帯電話等

＊「出発空港：
函館迄の
7月30日（月）
予定交通手段

父 ・ 母 ・他(

出発時間：

」＊便名（

）＊「到着空港：

到着時間：

」

＊その他交通手段：

7/30（月）函館発（12：00発予定） □利用 □利用しない
無料送迎バス利用
参
加 保護者様について
○保護者様の同行予定は？ □有り：いつから（
者
情 レンタル等にて
身長（
）cm 体重（
報
欄
性格・特徴
○ 既 往 症
□ 特になし
□ あり →
☑と記入を
お願いします

○ 食品アレルギー
○ 常

用

薬

○ 乗り物酔い

□ 特になし
□ 特になし
□ 酔わない

8/4（土）函館空港着（11：00着予定）

）いつまで（
）㎏

□ あり →
□ あり →
□ 酔いやすい →

）

□利用

□利用しない

□無し

足のサイズ（

）㎝

酔止薬を□持参する

□持参しない

☆ 初めて会う人にも積極的に話しかけることができる

（

）

☆ ルールや約束を守って生活ができる

（

）

☆ 身の回りの整理整頓ができる

（

）

←（
１
２
３
４
５

）内に５段階でお答えください
あてはまる
ややあてはまる
どちらでもない
ややあてはまらない
あてはまらない

その他配慮する点
ご希望など

内
・

.

受託販売 観光庁長官登録旅行業第 1674号
観光庁長官登録旅行業第２号

MICE営

当

〒160-0017 東京都新宿区左門町16-1四谷 TNビル４階
月～金 9：30～17：30 （土・日・祝祭日休業）

TEL: 03-5369-4540
E-mail:satoshi_shimazaki@nta.co.jp
当

嵜

〒041-0821 函館市港町１丁目２－１
ポールスターショッピングセンター Ｃ棟２階
月～金 10：00～18：00
土
10：00～13：30 （日・祝祭日休業）

TEL: 0138-62-3770
FAX: 0138-62-3775
当

・

総合旅行業務取扱管理者 川口琢

)

