
2022 ふくい夏の自然体験キャンプ参加者募集要項

１. 目 的

２ 参加資格

３ 主催・体制

４. 開催場所

５.日程・定員・参加費

福井の自然豊かな里山、地域を舞台に、
仲間たちと「くらす」「あそぶ」「支え合う」時間を参加者自身の力でつくりだす。
もって子どもたちの「生きる力」を育む。

小学校1年生～中学校３年生。ただし、自分で参加を決意したもの。
各組の対象学年等は「5．日程・定員・参加費」を参照ください。

主催：株式会社相互トラベル（一社）全国旅行業協会 加盟
福井県知事登録旅行業 第2-79号 総合旅行業務取扱管理者 大谷佳弘）

TEL：0776-51—5878 FAX：0776-51-5850 mail：camp＠sogo-travel.jp
企画：ＮＰＯ法人自然体験共学センター

TEL：0776-93-2013 mail   mail@kyougaku.com

・福井市上味見生涯教育施設（福井県福井市）
・ふくいふるさと学びの森「上味見地域」ほか上味見地域の自然フィールド

●計８日程を実施します。※フリーAのみ参加者は福井県内限定で募集します
内容・日程・集合解散等にあわせてご希望の組をお決め下さい。

●コースを連続して参加することや複数組参加する事も可能です。
●参加費には、通信費・材料消耗品・体験プログラム費ほか本活動企画運営に必要な諸経費が含まれます。

※バス代は含まれません。「7. 集合・解散と往復の交通」を参照ください

６. 保険

組名 期 間 日数 定員 参加費（税込）

フリーA
※福井県内限定

7/16（土）～18（月） 2泊３日 20名 23,500円

フリーB 7/23（土）～25（月） 2泊3日 40名 23,500円

フリーC 7/29（金）～8/1（月） 3泊4日 40名 31,500円

フリーD 8/1（月）～8/4（木） 3泊4日 40名 31,500円

フリーE 8/9（火）～12（金） 3泊4日 40名 31,500円

フリーF 8/12（金）～16（火） ４泊５日 40名 42,000円

フリーG 8/20（土）～21（日） 1泊2日 40名 13,500円

ワイルド ９/23（金）～25（日） 2泊3日 40名 26,000円

当センターでは活動中の事故また、万が一に備えて主催者側で下記の通り保険に加入します。
有事の際は、主催者側の有無にかかわらず、その保険によって保障あるいはお見舞いいたします。

※スタッフ等の指示に従わないで起きた事故、お子様同士の事故（喧嘩、いじめ等を含む）
インフルエンザ等流行性疾患による事故、事前申告にないアレルギー等の身体的ないし精神的疾患による事故
熱中症による事故、その他出発前・解散後の事故については一切の責任を負いかねますので
お子様への事前のご注意をお願いいたします 。また、上記のような場合、キャンプ途中でお迎えをお願いする
場合もございますので、あらかじめご承知おきください。

※ 別紙 「特別補償責任」をご確認ください

最少催行人員 【フリーA 10名 フリーB～G ワイルド 20名】



7．集合・解散と往復の交通                                      
●会場までの移動は、旅行会社が手配したバスでの移動になります。いずれもセンタースタッフもしくはボラン

ティアが同行します。（集合から解散までは団体行動となります） 
●集合解散地の変更は各組開始 10 日前までにお申し出ください。それ以降は、差額が生じた場合でも返金いた

しかねますのでご注意ください。 
●集合解散場所の詳細（地図など）は７月上旬発送の「最終お知らせ」の際にお知らせします。 

●集合解散場所で利用場所が変わる場合は、それぞれ片道分の料金となります。 

 例）集合京都／解散草津ご利用の場合 3,900 円+3,100 円＝7,000 円のバス代となります。 

● 集合解散時間については当日の道路交通状況により、前後することがあります。 

  あらかじめご承知おきください。 

集合解散場所 集合時間 解散時間
バ ス 代

片 道 往 復

現 地

上味見生涯教育施設 正面玄関
16：00 8：30 — —

JR福井駅 15：30 8：30 1,600円 3,000円

名神高速 多賀ＳＡ 13：50 10：00

6,000円 11,000円名神高速 草津ＰＡ 13：10 10：40

J R 京 都 駅 12：30 11：30

※多賀 SA および草津 PA は、京都・福井方面のバスへの途中乗降となります。 

集合解散場所にスタッフはおりません。バス到着後に受付となりますのでご了承ください。 

8．申込方法について                                   

別紙「申し込み方法と参加までの流れ」をご覧ください。 

9．申込のキャンセル・参加組の変更（組移動）手続きについて                                                        

申込後、キャンセルおよび組移動が発生した場合、その旨を必ずご連絡下さい。 

【連絡方法】 

ＦＡＸ・Ｅ－Ｍａｉｌ・はがきのいずれかの方法で速やかに自然体験共学センターまでご連絡下さい 

注意！）電話でのご連絡は正式な手続きには移れません）。 

＞＞＞主催者に書類などが到着した時点でキャンセル・組移動の受理といたします。 

【キャンセルにおける注意事項】 

※無連絡のまま参加費・交通費の納入がない場合、キャンセルの意思表示とはなりませんのでご注意下さい。 
 下記内容に沿ってキャンセル料等の申し受けをいたします。ご了承ください。 

●キャンセル料については、参加予定組の実施初日（集合日）を基準として 2 週間前から申し受けます。 

2 週間前（14 日前）から８日前・・・参加費の 4 分の 1 

1 週間前（７日前）から出発前日・・・参加費の 2 分の 1 

出発当日以降・・・・・・全額 

●キャンセル返金事務手数料代（現金書留代、郵送代、資料印刷代等）として 1,000 円を申し受けます。 

⇒返金 1 回につき申し受けます 

［キャンセルに伴う返金方法等］⇒原則キャンセル受付後 10 日以内に返金いたします。 

キャンセル料・返金送料代を差し引いた差額を現金書留にてお戻しいたします。 

※※夏キャンプの直前準備期間・運営期間となる 7 月 11 日（月）以降にキャンセルされた場合は、 

キャンプ全日程終了後 9 月上旬以降の返金となります。ご了承ください。 

【組移動における注意事項】 

●手続きに関して追加料金（手数料など）はございません 

●移動を希望する組名が定員の場合、キャンセル待ちでの受付となります。 

●移動にともない、参加費の差額が発生する場合 例：ベーシック（26,000 円）からビギナー（19,000 円） 

   ＞＞＞その差額に基づいて返金／追加の入金を書面にて通知いたします。 

● 会場までの移動は、旅行会社が手配したバスでの移動になります。
いずれも添乗員は同行しません。（現地係員が同行致します。）

● 集合から解散までは団体行動となります）
● 集合解散地の変更は各組開始10 日前までにお申し出ください。

それ以降は、差額が生じた場合でも返金いたしかねますのでご注意ください。
● 集合解散場所の詳細（地図など）は７月中旬発送の「最終お知らせ」の際にお知らせします。
● 集合解散時間については当日の道路交通状況により、前後することがあります。

あらかじめご承知おきください。

申込後、キャンセルおよび組移動が発生した場合、その旨を必ずご連絡下さい。
【連絡方法】 ＦＡＸ・Ｅ－Ｍａｉｌ・はがきのいずれかの方法で速やかに相互トラベルまでご連絡下さい

注意！）電話でのご連絡は正式な手続きには移れません）。
＞＞＞主催者に書類などが到着した時点でキャンセル・組移動の受理といたします。
【キャンセルにおける注意事項】
※無連絡のまま参加費・交通費の納入がない場合、キャンセルの意思表示とはなりませんのでご注意下さい。
下記内容に沿ってキャンセル料等の申し受けをいたします。ご了承ください

キャンセル返金事務手数料代として1,000 円を申し受けます。
⇒返金1 回につき申し受けます

［キャンセルに伴う返金方法等］⇒原則キャンセル受付後 14日以内に返金致します。
キャンセル料・返金事務手数料を差し引いた差額ご指定頂いた振込先に返金致します。

【組移動における注意事項】
●手続きに関して追加料金（手数料など）はございません

●移動を希望する組名が定員の場合、キャンセル待ちでの受付となります。
●移動にともない、参加費の差額が発生する場合、返金／追加の入金を書面にて通知いたします。

取消日
出発21

日前
20日前
～8日前

7日前
～2日前

前日
（16時まで）

当日
（出発時間まで）

出発後
または
無連絡

取消料 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％



10．各種割引について                                          
以下 3 種類の割引を設けています。申込用紙の所定の欄にご記入ください。 

センターで確認後、お申し込みいただいた参加費より割引させていただきます。 

名称 割引内容 割引対象者

友達、兄弟姉妹割引 500円／1人 兄弟姉妹、もしくはお友達と2名以上でお申込頂いた方

【複数組の参加を希望する方】割引の適用は 1 組分のみとなります。ご了承ください。 

11．指導者（スタッフ・ボランティア）について                                                        

本キャンプにかかわる主催者の役員・職員の多くが、日本最大の自然体験活動推進協議会(通称：CONE） 
が関連する指導者育成制度でﾄﾚｰﾆﾝｸﾞをつみ、ﾄﾚｰﾅｰ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・ﾘｰﾀﾞｰなどの資格を有し、民間では世界最大規 
模の国際救命救護法 MFA(成人・小児など)も修得しています。また、ボランティアに対しても事前の説明会 
研修会など、トレーニングの場を設けております。                                          

12．主催者側がキャンプを中止と判断した場合について                                           

 天災（地震・台風・大雪）やその他の理由（インフルエンザ・キャンプ開催地に深刻な被害のある場合など） 
により主催者側（自然体験共学センター）で安全にキャンプができないと判断した場合、FAX・E-mail・お電 
話など申込書に記載いただいた連絡先に直接ご連絡させていただきます。 
 なお、交通災害等により日程に支障を来たし予定通りキャンプが実施できないと判断して中止する場合も含
みます。ご了承ください。 主催者側がキャンプ中止の判断をした場合、納入いただいた参加費より返金手数料
として一律 1,000 円を除いた額を返金いたします。 
（キャンプ開催後の天災などの不可抗力な原因による活動期間の短縮の場合は 返金できません。      
あらかじめご承知おきください。 

13．報告方法                                            

 活動終了後のご報告を、下記の方法で行います。 

 ＊終了報告・ふりかえりシート・集合写真 ： 活動ファイルに綴じてお返しします。 

 ＊ホームページでの活動写真掲載 ： 全日程終了後 2 週間を目安に、各組１５枚程度の写真を掲載します。 

＊Facebook リアルタイム報告： 活動中の様子をキャンプ期間中に紹介します（不定期更新）。 

＊ふりかえり会 ：関西にて夏キャンプのふりかえり会を実施します。（9 月下旬 or10 月上旬予定） 

＊報告書 ： 2016 ふくい夏の自然体験キャンプの報告書を作成し、ふりかえり会などでお渡しします。 

14．個人情報保護について                                       
●問合せいただいた方（以下 お客様）より取得した氏名･住所･電話番号等の個人情報は当センター方針に基づ
き管理・保管しており、キャンプ以外の目的で第三者に提供、開示等一切いたしません。 
●今後当センターよりの各種案内・アンケートなどを、電子メール・郵便等によりお客様に送信もしくは送付
させていただく場合がございます。 
また、お客様のお申し出によりこれらの取扱いを中止させることができます。 
●活動中に撮影した写真・感想などの記録は、報告書・ホームページ・facebook・今後の募集活動資料等に使
用させていただく場合がございます。 

15．その他                                            
●持ち物については別紙の「持ち物一覧」を参考にしてください。 

細部の詳細、変更点などがある場合は 7 月上旬発送の「最終お知らせ」内にてご案内いたします。 
●持ち物の紛失、破損（汚れを含む）についての責任は負いかねます。予めご了承ください。 

※自己管理についても参加者一人一人に意識を持たせることを尊重しております。 
●申込者を対象とした保護者説明会を開催いたします。（6 月：関西にて 2 会場実施予定） 

参加を希望される場合は、申込後に送付される開催内容を確認のうえ、所定の方法で申込ください。 
 未申込者（参加検討中など）の説明会参加希望は、定員に余裕がある場合にのみ受け付けます。 
 （参加希望者の受け入れを優先します。あらかじめご了承ください。） 
●電話での問い合わせは「平日 10 時～18 時」となっております。 
 FAX、E‐MAIL では 24 時間問い合わせ受付可能です。ただし、センター営業時間外のものについては 

 翌営業日以降の確認・返信となります。あらかじめご了承ください。 

活動終了後のご報告を、下記の方法で行います。
＊終了報告・ふりかえりシート・集合写真 ： 活動終了時にお渡しします。
＊ホームページでの活動写真掲載 ： 全日程終了後、参加者限定で公開します。
＊SNS 報告： 活動中の様子をキャンプ期間中に紹介します（Instagram、Facebook）

【複数組の参加を希望する方】割引の適用は 1 組分のみとなります。ご了承ください。 

11．指導者（スタッフ・ボランティア）について                                                        

本キャンプにかかわる主催者の役員・職員の多くが、日本最大の自然体験活動推進協議会(通称：CONE） 
が関連する指導者育成制度でﾄﾚｰﾆﾝｸﾞをつみ、ﾄﾚｰﾅｰ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・ﾘｰﾀﾞｰなどの資格を有し、民間では世界最大規 
模の国際救命救護法 MFA(成人・小児など)も修得しています。また、ボランティアに対しても事前の説明会 
研修会など、トレーニングの場を設けております。                                          

12．主催者側がキャンプを中止と判断した場合について                                           

 天災（地震・台風・大雪）やその他の理由（インフルエンザ・キャンプ開催地に深刻な被害のある場合など） 
により主催者側（自然体験共学センター）で安全にキャンプができないと判断した場合、FAX・E-mail・お電 
話など申込書に記載いただいた連絡先に直接ご連絡させていただきます。 
 なお、交通災害等により日程に支障を来たし予定通りキャンプが実施できないと判断して中止する場合も含
みます。ご了承ください。 主催者側がキャンプ中止の判断をした場合、納入いただいた参加費より返金手数料
として一律 1,000 円を除いた額を返金いたします。 
（キャンプ開催後の天災などの不可抗力な原因による活動期間の短縮の場合は 返金できません。      
あらかじめご承知おきください。 

13．報告方法                                            

 活動終了後のご報告を、下記の方法で行います。 

 ＊終了報告・ふりかえりシート・集合写真 ： 活動ファイルに綴じてお返しします。 

 ＊ホームページでの活動写真掲載 ： 全日程終了後 2 週間を目安に、各組１５枚程度の写真を掲載します。 

＊Facebook リアルタイム報告： 活動中の様子をキャンプ期間中に紹介します（不定期更新）。 

＊ふりかえり会 ：関西にて夏キャンプのふりかえり会を実施します。（9 月下旬 or10 月上旬予定） 

＊報告書 ： 2016 ふくい夏の自然体験キャンプの報告書を作成し、ふりかえり会などでお渡しします。 

14．個人情報保護について                                       
●問合せいただいた方（以下 お客様）より取得した氏名･住所･電話番号等の個人情報は当センター方針に基づ
き管理・保管しており、キャンプ以外の目的で第三者に提供、開示等一切いたしません。 
●今後当センターよりの各種案内・アンケートなどを、電子メール・郵便等によりお客様に送信もしくは送付
させていただく場合がございます。 
また、お客様のお申し出によりこれらの取扱いを中止させることができます。 
●活動中に撮影した写真・感想などの記録は、報告書・ホームページ・facebook・今後の募集活動資料等に使
用させていただく場合がございます。 

15．その他                                            
●持ち物については別紙の「持ち物一覧」を参考にしてください。 

細部の詳細、変更点などがある場合は 7 月上旬発送の「最終お知らせ」内にてご案内いたします。 
●持ち物の紛失、破損（汚れを含む）についての責任は負いかねます。予めご了承ください。 

※自己管理についても参加者一人一人に意識を持たせることを尊重しております。 
●申込者を対象とした保護者説明会を開催いたします。（6 月：関西にて 2 会場実施予定） 

参加を希望される場合は、申込後に送付される開催内容を確認のうえ、所定の方法で申込ください。 
 未申込者（参加検討中など）の説明会参加希望は、定員に余裕がある場合にのみ受け付けます。 
 （参加希望者の受け入れを優先します。あらかじめご了承ください。） 
●電話での問い合わせは「平日 10 時～18 時」となっております。 
 FAX、E‐MAIL では 24 時間問い合わせ受付可能です。ただし、センター営業時間外のものについては 

 翌営業日以降の確認・返信となります。あらかじめご了承ください。 

【複数組の参加を希望する方】割引の適用は 1 組分のみとなります。ご了承ください。 

11．指導者（スタッフ・ボランティア）について                                                        

本キャンプにかかわる主催者の役員・職員の多くが、日本最大の自然体験活動推進協議会(通称：CONE） 
が関連する指導者育成制度でﾄﾚｰﾆﾝｸﾞをつみ、ﾄﾚｰﾅｰ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・ﾘｰﾀﾞｰなどの資格を有し、民間では世界最大規 
模の国際救命救護法 MFA(成人・小児など)も修得しています。また、ボランティアに対しても事前の説明会 
研修会など、トレーニングの場を設けております。                                          

12．主催者側がキャンプを中止と判断した場合について                                           

 天災（地震・台風・大雪）やその他の理由（インフルエンザ・キャンプ開催地に深刻な被害のある場合など） 
により主催者側（自然体験共学センター）で安全にキャンプができないと判断した場合、FAX・E-mail・お電 
話など申込書に記載いただいた連絡先に直接ご連絡させていただきます。 
 なお、交通災害等により日程に支障を来たし予定通りキャンプが実施できないと判断して中止する場合も含
みます。ご了承ください。 主催者側がキャンプ中止の判断をした場合、納入いただいた参加費より返金手数料
として一律 1,000 円を除いた額を返金いたします。 
（キャンプ開催後の天災などの不可抗力な原因による活動期間の短縮の場合は 返金できません。      
あらかじめご承知おきください。 

13．報告方法                                            

 活動終了後のご報告を、下記の方法で行います。 

 ＊終了報告・ふりかえりシート・集合写真 ： 活動ファイルに綴じてお返しします。 

 ＊ホームページでの活動写真掲載 ： 全日程終了後 2 週間を目安に、各組１５枚程度の写真を掲載します。 

＊Facebook リアルタイム報告： 活動中の様子をキャンプ期間中に紹介します（不定期更新）。 

＊ふりかえり会 ：関西にて夏キャンプのふりかえり会を実施します。（9 月下旬 or10 月上旬予定） 

＊報告書 ： 2016 ふくい夏の自然体験キャンプの報告書を作成し、ふりかえり会などでお渡しします。 

14．個人情報保護について                                       
●問合せいただいた方（以下 お客様）より取得した氏名･住所･電話番号等の個人情報は当センター方針に基づ
き管理・保管しており、キャンプ以外の目的で第三者に提供、開示等一切いたしません。 
●今後当センターよりの各種案内・アンケートなどを、電子メール・郵便等によりお客様に送信もしくは送付
させていただく場合がございます。 
また、お客様のお申し出によりこれらの取扱いを中止させることができます。 
●活動中に撮影した写真・感想などの記録は、報告書・ホームページ・facebook・今後の募集活動資料等に使
用させていただく場合がございます。 

15．その他                                            
●持ち物については別紙の「持ち物一覧」を参考にしてください。 

細部の詳細、変更点などがある場合は 7 月上旬発送の「最終お知らせ」内にてご案内いたします。 
●持ち物の紛失、破損（汚れを含む）についての責任は負いかねます。予めご了承ください。 

※自己管理についても参加者一人一人に意識を持たせることを尊重しております。 
●申込者を対象とした保護者説明会を開催いたします。（6 月：関西にて 2 会場実施予定） 

参加を希望される場合は、申込後に送付される開催内容を確認のうえ、所定の方法で申込ください。 
 未申込者（参加検討中など）の説明会参加希望は、定員に余裕がある場合にのみ受け付けます。 
 （参加希望者の受け入れを優先します。あらかじめご了承ください。） 
●電話での問い合わせは「平日 10 時～18 時」となっております。 
 FAX、E‐MAIL では 24 時間問い合わせ受付可能です。ただし、センター営業時間外のものについては 

 翌営業日以降の確認・返信となります。あらかじめご了承ください。 

●問合せいただいた方（以下 お客様）より取得した氏名･住所･電話番号等の個人情報は、キャンプ以外の
目的で第三者に提供、開示等一切いたしません。
●今後案内・アンケートなどを、電子メール・郵便等によりお客様に送信もしくは送付させていただく場合
がございます。 また、お客様のお申し出によりこれらの取扱いを中止させることができます。
●活動中に撮影した写真・感想などの記録は、報告書・ホームページ、SNS（Facebook、Instagram
等）・今後の募集活動資料等に使用させていただく場合がございます。

【複数組の参加を希望する方】割引の適用は 1 組分のみとなります。ご了承ください。 

11．指導者（スタッフ・ボランティア）について                                                        

本キャンプにかかわる主催者の役員・職員の多くが、日本最大の自然体験活動推進協議会(通称：CONE） 
が関連する指導者育成制度でﾄﾚｰﾆﾝｸﾞをつみ、ﾄﾚｰﾅｰ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・ﾘｰﾀﾞｰなどの資格を有し、民間では世界最大規 
模の国際救命救護法 MFA(成人・小児など)も修得しています。また、ボランティアに対しても事前の説明会 
研修会など、トレーニングの場を設けております。                                          

12．主催者側がキャンプを中止と判断した場合について                                           

 天災（地震・台風・大雪）やその他の理由（インフルエンザ・キャンプ開催地に深刻な被害のある場合など） 
により主催者側（自然体験共学センター）で安全にキャンプができないと判断した場合、FAX・E-mail・お電 
話など申込書に記載いただいた連絡先に直接ご連絡させていただきます。 
 なお、交通災害等により日程に支障を来たし予定通りキャンプが実施できないと判断して中止する場合も含
みます。ご了承ください。 主催者側がキャンプ中止の判断をした場合、納入いただいた参加費より返金手数料
として一律 1,000 円を除いた額を返金いたします。 
（キャンプ開催後の天災などの不可抗力な原因による活動期間の短縮の場合は 返金できません。      
あらかじめご承知おきください。 

13．報告方法                                            

 活動終了後のご報告を、下記の方法で行います。 

 ＊終了報告・ふりかえりシート・集合写真 ： 活動ファイルに綴じてお返しします。 

 ＊ホームページでの活動写真掲載 ： 全日程終了後 2 週間を目安に、各組１５枚程度の写真を掲載します。 

＊Facebook リアルタイム報告： 活動中の様子をキャンプ期間中に紹介します（不定期更新）。 

＊ふりかえり会 ：関西にて夏キャンプのふりかえり会を実施します。（9 月下旬 or10 月上旬予定） 

＊報告書 ： 2016 ふくい夏の自然体験キャンプの報告書を作成し、ふりかえり会などでお渡しします。 

14．個人情報保護について                                       
●問合せいただいた方（以下 お客様）より取得した氏名･住所･電話番号等の個人情報は当センター方針に基づ
き管理・保管しており、キャンプ以外の目的で第三者に提供、開示等一切いたしません。 
●今後当センターよりの各種案内・アンケートなどを、電子メール・郵便等によりお客様に送信もしくは送付
させていただく場合がございます。 
また、お客様のお申し出によりこれらの取扱いを中止させることができます。 
●活動中に撮影した写真・感想などの記録は、報告書・ホームページ・facebook・今後の募集活動資料等に使
用させていただく場合がございます。 

15．その他                                            
●持ち物については別紙の「持ち物一覧」を参考にしてください。 

細部の詳細、変更点などがある場合は 7 月上旬発送の「最終お知らせ」内にてご案内いたします。 
●持ち物の紛失、破損（汚れを含む）についての責任は負いかねます。予めご了承ください。 

※自己管理についても参加者一人一人に意識を持たせることを尊重しております。 
●申込者を対象とした保護者説明会を開催いたします。（6 月：関西にて 2 会場実施予定） 

参加を希望される場合は、申込後に送付される開催内容を確認のうえ、所定の方法で申込ください。 
 未申込者（参加検討中など）の説明会参加希望は、定員に余裕がある場合にのみ受け付けます。 
 （参加希望者の受け入れを優先します。あらかじめご了承ください。） 
●電話での問い合わせは「平日 10 時～18 時」となっております。 
 FAX、E‐MAIL では 24 時間問い合わせ受付可能です。ただし、センター営業時間外のものについては 

 翌営業日以降の確認・返信となります。あらかじめご了承ください。 

●持ち物については別紙の「持ち物一覧」を参考にしてください。 細部の詳細、変更点などがある場合は
「最終お知らせ」内にてご案内いたします。
●持ち物の紛失、破損（汚れを含む）についての責任は負いかねます。予めご了承ください。
※自己管理についても参加者一人一人に意識を持たせることを尊重しております。

●電話での問い合わせは以下となります。
予約申込問合せ → 株式会社相互トラベル 9：30～17：00（水曜、土曜定休）
キャンププログラム問合せ →自然体験共学センター 10：00～18：00（土日祝定休）
FAX、E‐MAIL では24 時間問い合わせ受付可能です。

いずれも営業時間外のものについては 翌営業日以降の確認・返信となります。あらかじめご了承ください。


