
「キッズ・スポーツ体験キャンプ」は、スポーツを通じて、そして一流の講師と直接

触れ合うことを通じて、子どもたちの「こころ」と「からだ」を育んでいきたいと

いう思いでスタートしたイベントです。おかげさまでご参加くださったたくさん

のご家族からご好評を頂き、今年で3年目を迎えることができました。内容もさ

らに充実したこの「キッズ・スポーツ体験キャンプ」は、お子さまにとって有意義

な体験になることをお約束します。ぜひご参加ください。（詳しくは裏面もご覧ください）

「新しい事へチャレンジする。その第一歩が踏み出せた」

「キャンプが終わったら嫌いな食べ物を食べるようになったんですよ」

「その道のプロの方々に出会えたことは、一生の宝です」

「『来年も行きたい！』と子供は言っています」

昨年の様子と参加した保護者の声

7 年連続日本一の
チームのメンバーと
ディスクを投げて飛び回ろう！

力いっぱいこねて
楽しいパンづくり！

セリーグを代表する左腕投手。
（元 横浜ベイスターズ）
みんなで野球をたのしもう！

ウォーキングドクターと
スマートに
ちゃんとあるこう！

祝日本一！！
堺ブレイザーズ監督と
エンジョイ Jumping！

世界のトップジュニアを育てる
名指導者とからだを使って
表現してみよう！

写真：キッズ・スポーツ体験キャンプ 2005 秩父のイメージ【記念写真】

※キッズ・スポーツキャンプのブログにて、より詳しい情報がご覧になれます （6/1 ～昨年の様子を公開　7/28 ～本格オープン）
　http://kids-sports-camp.seesaa.net/

主催■キッズスポーツキャンプ実行委員会　協賛■株式会社小学館／カゴメ株式会社／ホームメイド協会／ティンバーランドジャパン（株）マイオン事業部　後援■千葉県鴨川市教育委員会・南房総市教育委員会／山形県上山市教育委員会・山形
市教育委員会／岡山県・岡山県教育委員会／毎日小学生新聞・スポーツニッポン新聞社　協力■文化シヤッター株式会社／株式会社コジマ　企画・運営■株式会社ライツ　旅行企画・実施■近畿日本ツーリスト株式会社  千葉教育旅行支店

写真：キッズ・スポーツ体験キャンプ 2005 のプログラムイメージ

芸術的なドリブルセンスを持った
アトランタオリンピック代表キャプテンと
サッカーをたのしもう！

遊びの中から
スポーツトレーニングを
体験しよう！



スポーツを通して得られるのは、決して体の健康だけではありません。生きていく上でとて

も大切な心の健康も育くみます。「キッズ・スポーツ体験キャンプ」では、一流の講師と様々

なスポーツを体験することで、右記の 4 つの学びを伝えていくことを目的としています。

ウォーキング、サッカー、野球、キッドビクス、バレーボール、フライング

ディスク、レクリエーション、アウトドアクッキング等（予定）
※メディカルトレーナーが 24 時間体制でお世話します。　※開催地によりプログラムが異なります。

「自分の事は自分でやる」

「相手を思いやり、応援する」

「人の話をきちんと聞く」

「ルールやマナーを大切にする」

キッズ・スポーツ体験キャンプについて

スケジュール（各 2 時間）

文化シヤッター
BUZZ BULLETS（フライングディスク）
牧野仁（遊びコンディショニング）

7/29 （土）

前園真聖（サッカー）
7/31 （月）

野村弘樹（野球）
ホームメイド協会キッズブランジェ（パンづくり）

7/30 （日）

デューク更家（ウォーキング）
7/28 （金）

千葉

前園真聖（サッカー）
8/9 （水）

文化シヤッター
BUZZ BULLETS（フライングディスク）

8/11 （金）

デューク更家（ウォーキング）
神尾直子（キッドビクス）
ホームメイド協会キッズブランジェ（パンづくり）

8/10 （木）

山形

文化シヤッター
BUZZ BULLETS（フライングディスク）
中務正幸（遊びコンディショニング）

8/22 （火）

前園真聖（サッカー）
ホームメイド協会キッズブランジェ（パンづくり）

8/23 （水）

中垣内祐一（バレーボール）
8/21 （月）

神尾直子（キッドビクス）
8/24 （木）

岡山

千葉コース 　平成 18 年 7 月 28 日（金）～ 7 月 31 日（月）・3 泊 4 日
山形コース 　平成 18 年 8 月 09 日（水）～ 8 月 11 日（金）・2 泊 3 日
岡山コース 　平成 18 年 8 月 21 日（月）～ 8 月 24 日（木）・3 泊 4 日

出発日

【宿泊型】●宿泊費　●食事代（千葉･岡山コース／朝･昼･夕食
各3回　山形コース／朝･昼･夕食各2回）　●講習代　●旅行保
険料　●現地係員費用　●滞在期間中の現地交通費　●諸税

【通い型】●食事代（千葉･岡山コース／昼･夕食各3回　山形コー
ス／昼･夕食各2回）　●講習代

旅行代金に含まれるもの

●現地集合まで解散後の交通費
●その他個人的費用（クリーニング代･電話代など）　
※集合場所までの交通関係（JR 他）のお手配は別途、申し受けます。

旅行代金に含まれないもの

添乗員は同行いたしません。
現地係員・メディカルトレーナーがお世話いたします。

添乗員の同行

各コースの 3 週間前まで
※定員になり次第、締め切らさせていただきます

申込締切千葉コース 　JOSAI 安房ラーニングセンター
千葉県鴨川市太海 1481　TEL：04-7092-6061 
洋室（男女別 4 名 1 室トイレ付）

山形コース 　五助旅館
山形県上山市湯町 4-15　TEL：023-672-2311
和室（男女別 20 名 1 室トイレ別）

岡山コース 　岡山県青年館
岡山県岡山市津島東 1-4-1　TEL：086-254-7724
和室（男女別 20 名 1 室・トイレ別）

宿泊先

各コースとも50 名（各コース最少催行人員 30 名）

募集人数

1日目 ご自宅 →
現地集合（12：00予定）
スポーツ教室、他（泊）

2日目 スポーツ教室、他（泊）

3日目 スポーツ教室、他（泊）

4日目 スポーツ教室、他
現地解散（14：00予定）
→ ご自宅

千葉・岡山コース

1日目 ご自宅 →
現地集合（12：00予定）
スポーツ教室、他（泊）

2日目 スポーツ教室、他（泊）

3日目 スポーツ教室、他
現地解散（14：00予定）
→ ご自宅

山形コース

日　程

小学校 1 年生～小学校 6 年生
※男女問わず、保護者の方の同意書が必要となります

参加対象

内容 キッズスポーツキャンプでの 4 つの学び

旅行企画・実施

〒 260-0013  千葉市中央区中央 4-13-10  千葉県教育会館新館 6 階
TEL ● 043-227-9401　営業時間●平日（月～金曜日）9:00 ～ 17:30
総合旅行業務取扱管理者　浜口道雄・重村龍也　登録番号 0440-0605-1003

近畿日本ツーリスト株式会社  千葉教育旅行支店　
国土交通大臣登録旅行業第20号 （社）日本旅行業協会正会員　日本ボンド保証会員

概要

スポーツで育むこころとからだ
8/25（金）：岡山県岡山市（定員200名） 詳細は http://www.s-rights.co.jp へ

無料スポーツセミナーも開催！

集合・解散

●現地集合・現地解散
※オプションとして電車での送迎プランをご希望の方はお問い合わせ下さい。
千葉コース－東京発着（予定）　山形コース－東京発着（予定）　岡山コース－大阪発着（予定）

千葉コース

山形コース

岡山コース

34,000 円

29,000 円

34,000 円

25,000 円

20,000 円

25,000 円

宿泊型 通い型

●旅行代金算出基準日：平成 18 年 4 月 27 日

旅行代金

※お１人様料金、消費税含む

【ウォーキング】楽しみながらエクササイズして「正しい姿勢」を学ぶプログラムです。　【フライングディスク】ゲームスタイルはサッカーに似ていて、ボールの代わりに円盤型ディスクを使用します。パス・カット・キャッチしながらコー
トを駆け回ります！　【キッドビクス】音楽にあわせながら楽しく全身運動！スポーツに欠かせないリズム感を身に付けます。　【遊びコンディショニング】手や足を遊び感覚で巧みに使い、基礎体力をつけるトレーニングプログラムです。

プログラム説明

対象：保護者・指導者　  内容：今、スポーツを通じて大人がこどもにできること
お問い合わせ・受付：キッズ・スポーツキャンプ実行委員会（（株）ライツ内）  TEL：03-5548-0827

近畿日本ツーリスト株式会社・千葉教育旅行支店
TEL：043-227-9401 担当：金（キン）・重村（シゲムラ）

※詳しい旅行条件を説明した書面（パンフレット）をお渡しいたしますので、
　事前にご確認の上、お申し込みください。

申込み先


