
ご参加までの手順

３週間前

P5の持ち物一覧表を確認して、持ち物を準備してください。
ご面倒でも、持ち物には必ずお名前を書いてください。
かばんに入れるときは、「何がどこにあるか」が分かるように、できるだけお子さまと一緒にご準備ください。

１週間前

前日

P7の「冒険キッズ・参加券」に必要事項を記入し、きりとり線より切り離して、当日受付時にご提出ください。

⑤ 体調を整えて、元気にお越しください！お待ちしております。

③ ご不明な点は、なんでもお問い合わせください

「遊ぶ場所はどんなところなのか？」「持ち物はどんなものがいいのか？」など、
この案内だけではよくわからないこと、ご心配なことは、お気軽に明宝ツーネット（P１）にお問い合わせください。

※健康連絡シートの裏面をよくご覧になり、該当される方のみ期日までに必ずご提出ください。
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④「参加券」の記入

② 持ちものの準備

①「健康連絡シート」の提出

当日

～日帰り～当日のスケジュール 実施場所
岐阜県郡上市高鷲町　上野または板橋地区

現地で子どもたちの遊んでいるようすをホームページでご案内します。
ただし、こちらは全体のようすをお伝えするためのものであり、参加されたすべてのお子さまを
個々に撮影して公開するものではありません。また、運営上の都合や電波状況により、
リアルタイムに更新できないこともあります。予めご了承ください。

10

11

12

13

14

15

16

貸切バス出発

着替え

雪原へ行こう

②そりにのって遊ぼう！

昼食

雪遊び終了・着替え
おやつを食べよう
帰りのあいさつ
お帰りバス出発（16:00頃）
帰着・解散

現地集合の方合流

現地集合の方解散

※プログラムの順番は、場所や天候によって変更することがあります。

雪遊びについて雪遊びについて
雪遊びをする場所は、スキー場などの遊ぶ場所として圧雪された
場所ではなく、地元の子どもたちが昔から遊んでいた田畑のよう
な場所になります。1ｍ以上積もっている場所や小さな水路の側
溝などもありますが、それ以上行くと危険な場所にはロープなど
を張り、子どもたちにもわかるようにしています。
そして、雪遊びをする場合は、必ず服装をチェックし子どもたち
が、雪遊びを楽しく遊べるようにしています。

プログラムはお子様のスキルやその日の雪の状態などに合わせて
様々なやり方で行います。例えば、雪合戦で雪が固すぎて顔など
当たった場合にケガをしてしまいそうな場合は、的当てなどに変
更したりと安全面に考慮してプログラムを進めていきます。
個人個人で好き勝手に遊ぶのではなく、子どもたちと一緒に工夫
しながら、その日そのメンバーだけの楽しい思い出を
創り上げていきたいと思います。

雪遊びをする場所は、スキー場などの遊ぶ場所として圧雪された
場所ではなく、地元の子どもたちが昔から遊んでいた田畑のよう
な場所になります。1ｍ以上積もっている場所や小さな水路の側
溝などもありますが、それ以上行くと危険な場所にはロープなど
を張り、子どもたちにもわかるようにしています。
そして、雪遊びをする場合は、必ず服装をチェックし子どもたち
が、雪遊びを楽しく遊べるようにしています。

プログラムはお子様のスキルやその日の雪の状態などに合わせて
様々なやり方で行います。例えば、雪合戦で雪が固すぎて顔など
当たった場合にケガをしてしまいそうな場合は、的当てなどに変
更したりと安全面に考慮してプログラムを進めていきます。
個人個人で好き勝手に遊ぶのではなく、子どもたちと一緒に工夫
しながら、その日そのメンバーだけの楽しい思い出を
創り上げていきたいと思います。

③いろんなかまくらをつくろう！③いろんなかまくらをつくろう！

バス現地到着（11:00頃）・あいさつバス現地到着（11:00頃）・あいさつ

①大雪原で雪合戦！①大雪原で雪合戦！

当日の情報はWEBサイトから発信します！
・冒険ブログ「今何してる？」

・帰りのご案内「バス今どこ？」
帰りのバスの運行状況と到着予定時間をこちらでご案内します。

その他、よくあるご質問（Q&A）コーナーや楽しい冒険キッズの漫画などもあります！

冒険キッズ（明宝ツーネット）HP⇒ http://boukenkids.meiho.info/

読取用 QRコード

または「冒険キッズ」で検索

プログラムの変更・催行を中止する場合

冒険キッズは自然の中で遊ぶため、天候によってフィールドの状況が変化します。
そのため、お子さまの安全面と健康面を最優先して、プログラムの短縮や変更をする場合があります。
詳しくは、冒険キッズホームページの「参加される皆様へ」をご覧ください。



食事メニュー

お昼ごはん

・根菜ハヤシライス

（ルーは創健社製を使用）

・雪白菜のすまし汁

・ゆずと大根の漬物

おやつ

・冒険キッズ特製雪みかん
※減農薬で育てたみかんを
　雪の中で冷やして食べます

調理：「郡上八幡　土里夢（ドリーム）」のみなさん

冒険キッズの

安心・安全

冒険キッズでは、子どもたちにおいしくて安心・安全な食事を
提供できるよう、地元の農産加工組合のお母さんたちや、
農家民宿の方々などと協力してつくっています。
食材は、郡上で作ったお米を始め、できるかぎり農薬を
使わない新鮮な野菜を使用しています。

！ アレルギーのある方は
　　　　　　　　　ご注意ください。

今回のメニューに含まれる

アレルゲンの有無（特定原材料7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 えび かに

無 無 有 無 無 無 無

ハヤシライスのルーに、小麦が含まれます。

上記以外のアレルゲンを含め、食物アレルギーのある
方は、「健康連絡シート」に記入してご提出ください。

また、食事についてご質問などがありましたら、
明宝ツーネット（P1）までお問い合わせください。

なお、アレルゲンの完全除去の対応はしておりません。
予めご了承ください。

！
食事前には
アルコール消毒液を使用します。

食事前にお子さまの手をアルコールで消毒をいたします。
アルコール消毒液がアレルギー等で使用できない
場合は、「健康連絡シート」に記入してご提出ください。
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インフォメーション！

【忘れ物の取り扱いについて】
・参加終了後に、お忘れ物がないかどうか、また、他の参加者のものを間違えて持ち帰っていないかどうか、できるだけお早めに
  ご確認ください。もしそれらのものがあった場合は、明宝ツーネット（P1)までご連絡ください。
・現地やバス内で忘れ物があった場合、記名があるものについては保護者の方にご連絡させていただきます。
  無記名のものについては、一定期間（1カ月程度）保管ののち、処分させていただきます。

【薬の取り扱いについて】
・持参される薬は、誤飲や飲み忘れを防ぐため、また、荷物を持ち歩かないため、現地でスタッフがお預かりし、使用を管理させて
  いただきます。そのため、お手数ですが薬は袋などにまとめて、お名前と薬の詳細（何の薬か等）をわかるようにしておいてください。
・持参される薬（医療器具やサプリメント含む）については、すべて参加券（P7）にご記入ください。
・薬の使用時は、スタッフが保護者の許可なしにお手伝いをすることができません。お手伝いが必要な場合（塗り薬を背中に
  塗ってほしい、など）がありましたら、その旨を参加券にご記入ください。

【当日の班分け・代理参加について】
・現地では、10～15名程度の活動班に分かれて体験していただきます。基本的に同じお申込者のお子さまは同じ班になりますが、
  冒険キッズでは高学年と低学年の子どもたちが交流できるよう、各班の年齢構成がバランスよくなるように編成しております。
  そのため、同じお申込者のお子さまであっても、6人以上のお申込みや、高学年だけのお申込みの場合は、申込代表者に
  ご確認の上、班を分けさせていただくことがあります。
  逆に、少人数のお申込みでも班を分けてほしいというご希望がありましたら、お申込み先までご連絡ください。
・お申込みいただいたお子さまが参加できなくなった場合、参加対象者の範囲であれば、他のお子さまに代理でご参加いただくことが
　できます。その場合はこの参加案内をその方にお渡しいただくとともに、直前であっても必ずお申込み先までご連絡ください。
　（無連絡の場合は、参加をお断りする場合があります）

【写真撮影について】
・冒険キッズでは、撮影したお子さまの写真をチラシやホームページなどで使用させていただく場合があります。不都合がある場合は、
  お手数ですが事前に明宝ツーネット（P1）までご連絡ください。
・当日現地で撮影した写真データをインターネットにて販売いたします。購入方法などは解散時にお配りする案内でお知らせします。

【旅行者傷害保険について】
・この企画は「国内旅行保険」（補償額：入院日額4000円 通院日額2500円 傷害死亡時1000万円）に加入しております。
  それ以上の補償を望まれる方は、傷害保険等を各自で入っていただくことをお勧めします。
  ご旅行中のお怪我などで通院されるようなことがありましたら、各お申込み先または明宝ツーネット（P1）までご連絡ください。



遊ぶ時の服装 現地の平均気温
-5℃ ～ +5℃
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思いっきり遊ぶためには万全の装備が必要です。
下記を参考に、準備を整えて参加してください。
※不明な点は、お気軽にご連絡ください。

＊当日、雪で靴下が濡れてしまっても足が冷たくならない
　ようにする現地での対処方法

帽子
暖かいものを！

ウェア
またはカッパ

スキー
グローブ
防水性の手袋

おすすめの雪遊び時の服
（ウェアの中に着るもの）

ジャージ上下

ジャージの中は、

長袖 T シャツ

（ハイネックでも可）

その下に下着

寒がりの子は、

ズボンの下にタイツ

ジャージがない場合、 スウェットやフリース
でも大丈夫です。 前がジッパーなどで開閉
できると、 温度調整がしやすくて便利です。
カッパを使用する場合は、 さらに暖かい服
をご用意ください。

服装に関する注意点！

靴下とビニール袋の履き方

スパッツがあるとよい方

①長靴が短い又はズボンの裾が短いため、ズボンの裾と
　長靴の間に肌が露出する方

②ズボンの裾の内側にインナーがあってもインナーが
　長靴にきちんとかぶせられず、裾の内側でも肌が露
　出する方

③裾にインナーがあって長靴にかぶせられたとしても、
　インナーの口のゴムが緩くてしまらない方

① ② ③

ズボンの裾 インナー

ここのゴムがゆるい

スパッツのいらない方

ウェアのズボンの裾の
内側にインナーがつい
ていて、インナーが長
靴にかぶせられ、イン
ナーの裾がきちんとゴ
ムでしまる方。

ウェアズボンの
インナー

ズボンの裾

○スパッツについて

・参加前に、着る練習をしてきてください

・ウェアには、現地で着がえてください

普段着なれていないものばかりなので、一度試着をしてください。
特に手袋や長靴のサイズは小さいと不便なので注意してください。

バスの中でウェアを着ていると、トイレの時に不便だったり、酔ったときにウェアを汚して、現地で使えなくなるかもしれません。
また、帰りは濡れているので、そのままバスに乗れないため、いずれにしてもカバンの中にしまっていただくことになります。
荷物が大きくなりますが、ウェアはカバンに入れて、他の上着を着て参加してください。普段外に出かける服装でかまいません。

おすすめの長靴

　もし新しく購入する場合は、
左のように口を縛ることが
できるものがおすすめです。
※雪国タイプのため、 近くの
　店にはないかもしれません

長靴
またはスノーブーツ

雨用の長靴でも大丈夫ですが、
丈が短いものは不向きです。

　スパッツとは、 靴の中に雪が
入らないようにするためのカバー
です。 冒険キッズではふかふか
の雪の上で遊ぶため、
足が埋まって雪が入りやすくなり
ます。 下の図のように、 ウェア
ズボンのインナーなどで靴の口を
ふさぐことができればスパッツは
不要です。

ふ
か
ふ
か
の
雪

ここから雪が入ります

腕カバー

ゴーグル

（又はサングラス）

手首付近の肌がでてしまいそうな時

日差しが強くてまぶしい時

足元から雪が入りそうな時

あると便利なもの

料理をするときなどに、 服の
すそが汚れないようにするもの
（腕ぬき） です。 手袋やウェア
のすそが短くて、 手首部分の
肌が出てしまうときに便利です。

※必ずUVカットのものをご用意ください

ゴムをくつぞこに
ひっかけますスパッツ

スパッツについ
ては左記の説
明をお読みにな
りご検討ください。



当日の持ち物

2 雪遊び時の服
（インナーなど）

現地の施設で着替えることができますが、集合時から着ていてもかまいません。
P4のおすすめの服装を参考にしてご用意ください。

1 スキーウェア
（スノーボードウェア）

現地の施設で着替えます。行き帰りの道中は、他の上着をご用意ください。
丈夫なカッパでも代用できます。但しその場合は、中に着る服を多めにしてください。

3 長靴
（またはスノーブーツ）

P4を参考にしてご用意ください。
履いたまま参加することもできますが、濡れてしまうので、必ず代わりの靴をご用意ください。

10 水筒
お茶など普段飲んでいるものを入れてきてください。ただし、冷たい飲み物は控えてください。
足りない時は現地で用意したお茶（無農薬番茶）を補充します。ペットボトルでもかまいません。

4 スキーグローブ
（または防水の手袋）

雪の侵入を防ぐため、手首の部分が長いものをお勧めします。
防水機能の低い手袋（布製など）は、しもやけの原因となるため、おやめください。

5 靴下・2～3足
（履いてくるもの以外で）

下のビニール袋と合わせて履きます（P4参照）。ハイソックスをご用意ください。
1足は重ねて履く分です。それ以上は濡れたときの予備としてご用意ください。

6 ビニール袋・小2枚
（足に履く用）

雪が長靴に入っても足が濡れないように、2足の靴下の間に履きます（P4参照）。
あまり大きいと邪魔になるので、足のサイズにあったものをご用意ください。

12 カッパ
雨天時や、気温が低い時の保温用にご用意ください。（ポンチョでも可）
※傘は集団で歩くときに危ないのでやめてください。

13 おやつ（帰りのバス用）
帰りの道中に食べるものです。とけにくいものをお勧めします。
※スナック菓子やにおいのきついものは、バス酔いを誘発するのでやめてください。

14 保険証のコピー
現地でのケガや体調の悪化など、病院にかかるようなことになった時に必要です。
カバンのポケットなどに入れておいてください。（お預かりはしません）

15 参加券 P7にある参加券に必要事項をご記入の上、当日受付時にお渡しください。

16 薬（必要な方のみ）
P3のインフォメーションを参考に、必要な方のみご用意ください。
※現地では内服薬は用意しておりません。

！
忘れ物をなくすためにご協力ください。

①持ち物にはすべて記名してください。
②記名できないものは、お子さまが把握できるよう、
　一緒に準備して確認してください。

！ これらは持ってこないようにしてください。

①携帯電話やゲーム機は、プログラム進行の妨げになります。
②現金は不要です。特別な事情がないかぎりは持たせないでください。
③その他、アクセサリーなどプログラムに必要ないけれど
　なくすと困るものは持ってこないようにしてください。
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他にも、「こんなものはあったほうがいいのか？」「家にないけど、どんなものを買ったらいいのか？」など、
ここだけではわからないようなことがありましたら、遠慮なく明宝ツーネットまでご連絡ください。

バス集合の方へ
大きな荷物はバスのトランクに入れて、道中は取り出せ
なくなるため、下のように荷物を分けてご用意ください。

お子様と一緒に
ご準備ください。

7 ビニール袋・大2枚
（濡れたものを入れる用）

1枚はスキーウェアや手袋など、遊んだあとに濡れたものを入れます。
もう1枚は雨天時にカバンを濡らさないためです。大きめのごみ袋などをご用意ください。

大きなカバン（スポーツバッグ・旅行カバンなど）に入れてください。

！

雪遊び用の帽子 頭部の保護と保温のためにご用意ください。かぶってきてもかまいません。9

小さなカバン（リュックサック・ナップサックなど、両手が空くもの）に入れてください。

11 タオル（手ぬぐい） 濡れた髪や体を拭いたりするためにご用意ください。

8 着替えセット
雪遊びはかなり汗を掻きます。
帰りに冷えてしまわないように、下着を含めて一式ご用意ください。

その他、あると便利なもの

スパッツ
腕カバー同様に、丈の短い長靴や、ズボンのすそを靴の上に被せることができないものは、
雪が足首から入らないようにスパッツがあると便利です。（P4参照）

腕カバー（腕ぬき）
ウェアの袖が短かったり、手首の部分が短い手袋を使用される場合は、
雪が手首から入らないように腕カバーがあると便利です。（P4参照）

ゴーグル
（またはサングラス）

日差しの強い日は、雪の反射でとてもまぶしくなります。
また、固くて細かい雪で目を傷つけることもありますので、その保護にもなります。

17 名札 「名札のつくり方」を読んで、自分で名札を持ってきてください。（P6参照）



　　※えんぴつや水性のペンだと、ぬれたときに消えちゃうよ。

　　※カタカナの名前のばあいはカタカナでいいよ。

　　※特別な結び方をしています。

●右上のQ＆A 　　　　　　３.持ち物について→名札のひもの結び方

●参加される方へ→よくある質問

よくわからなければ、ほどけた状態で当日おもちください！

　　※バスの出発するばしょを書いてね。
名古屋→な 岡崎→お 岐阜→ぎ 芥見→あ
一宮→い 半田→は 大垣→お 四日市→よ
安城→あ 太田川→お 羽島→は 桑名→く
刈谷→か 梅坪→う 可児→か 久居→ひ
藤が丘→ふ 小牧→こ 各務原→か 現地集合→げ
春日井→か 犬山→い 多治見→た
赤池→あ 鳴海→な 長良→な

（例１）名古屋集合の明宝太郎さん

　　　なまえはひらがなでかいてね！

・シールをはってもいいよ！

②なまえはひらがなで大
お お

きく遠
と お

くからでも読
よ

めるようにしよう！

なふだの書き方の見本

・右上の星の上には班を
　書くのでなにも書かない
　ようにね！

・まちがえたらしゅうせい
　ペン、しゅうせいテープ
　でなおしてね。

　　　出発地の頭文字

④★の右上
み ぎ う え

に出発地
し ゅ っ ぱ つ ち

の頭文字
か し ら も じ

を「ひらがな」で書
か

こう！

①油性
ゆ せ い

ペンでかこう！

③ひもがほどけたら「冒険
ぼ う け ん

キッズ」ホームページをみて結
む す

んでね！

　　「冒険キッズ」ホームページから

・好きな絵をかいてもＯＫ！

みんなこんにちは！
冒険キッズのマスコットキャラクターの『かっぱくん』です。
冒険は、自分のことは自分でするんだけど、まずはじめに冒険キッズに参加するために
ひつようななふだの書き方をおしえるよ。
なふだは、さんかする当日の受付するときの、パスポートにもなるからだいじに
もってきてね。
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Name めいほう たろう

な

それじゃーみんな

まってるよ～～！



きりとり線

お子さまの体調・参加券・同意書

-7-

親権者同意書について

体調を整えてご参加ください

冒険キッズは、子どもたちだけで参加する旅行です。
そのため、参加券の裏側（P8）にある「親権者同意書」へのご署名とご捺印をお願いいたします。
ご署名・ご捺印のない場合、出発当日であってもご参加をお断りする場合もございます。

これまでの冒険キッズではこの同意書のご提出は必要としておりませんでしたが、一般的な旅行商品の場合、未成年の旅行者には
親権者の同意書を提出してもらうことは慣例であり、冒険キッズでもお子様同士のトラブルなどが起きた際に円満に解決するため
には必要だと判断し、この同意書を提出していただくこととなりました。

・お子さまの体調やお薬の有無を把握させていただくために、下記の参加券に必要事項を記入し、
　きりとり線より切り取って受付時にご提出ください。
・参加する一週間前以内に、インフルエンザ等の第3種学校伝染病にかかられたお子さまは、
　参加券に完治日をご記入ください。（完治していない場合は、参加をお断りさせていただきます）
・前日までの体調が悪く、特に熱が高いような場合は、無理に参加されないことをお勧めします。
　当日までに熱が下がって参加される場合でも、あらかじめ明宝ツーネット(P1)までご連絡ください。
・参加中に著しく体調が悪化し、その後の体験が困難な場合は、現地まで保護者の方に迎えに
　来ていただく場合があります。
・参加中に病院での治療が必要なケガや病気が発生した場合は、緊急連絡先に連絡の上、病院に
　搬送させていただきます。状況によってはご連絡が搬送後になることもありますので、予めご了承ください。

 不明な点について、当日ご連絡をさせていただく場合がございます。
 よろしくお願いいたします。

何のため（病名）の薬ですか？

何のため（病名）の薬ですか？

何のため（病名）の薬ですか？

学年

参加日の1週間前に病気やケガはありましたか？　ある場合はご記入ください。

病気名またはけがの名前をご記入ください

→　通院中 ・ 様子を見ている ・ 完治した

お子さまの平熱 度　　　分

度　　　分当日朝の体温

保護者氏名

なるべく携帯番号をご記入ください

当日連絡先

朝（参加日当日）熱がある方はご相談ください

当日、持ってきている薬がある方は、下記にご記入ください。（酔い止め薬は⇒）

お子さまの
お名前

必ず服用（使用）する薬

・
症状が出た場合に服用（使用）する薬

薬の種類は？（どちらかに○）

必ず服用（使用）する薬

・
症状が出た場合に服用（使用）する薬

薬の種類は？（どちらかに○）

必ず服用（使用）する薬

・
症状が出た場合に服用（使用）する薬

どのような症状の時に服用（使用）しますか？　

いつ服用（使用）しますか？　

使用前に、保護者への確認が必要ですか？　⇒　必要　・　不要

どのような症状の時に服用（使用）しますか？　

いつ服用（使用）しますか？　

使用前に、保護者への確認が必要ですか？　⇒　必要　・　不要

どのような症状の時に服用（使用）しますか？　例：腹痛時、せきがひどい時　等

薬の種類は？（どちらかに○） いつ服用（使用）しますか？　例：毎食後、寝る前　等

ふりがな 性別

使用前に、保護者への確認が必要ですか？　⇒　必要　・　不要

薬の種類は？（飲み薬・塗り薬　等）

薬の種類は？（飲み薬・塗り薬　等）

薬の種類は？（飲み薬・塗り薬　等）

酔い止め薬はありますか？
（帰りのバス出発前に使用） 有・無

※上記の薬を使用（服用）する際に、スタッフの補助（背中に薬を塗る、等）が必要な方は、
　必ずここにご記入ください。（無許可で補助をすることはできません）

 この参加権にある情報は、本来の目的以外に使用いたしません。
また保護者の方の許可無しに関係者以外への提示・情報提供は
いたしません。行程終了後に責任をもって破棄いたします。
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出発日の

取消料取消日

無料
日帰りは11日前まで
1泊以上は21日前まで

出発日の20～8日前
出発日の7～2日前
出発日前日

出発日当日（集合時間まで）
出発後または無連絡不参加

旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金全額

お客様のご都合により取消し（減員も含む）や日程変更をされる場合は、日帰りは10日前、宿泊企画は
20日前から下記取消料がかかります。（催行を中止した場合は、取消料は発生しません）

①旅行代金のご返金は口座振込とさせていただきます。お取消しのご連絡ののち「返金についてのご案内」をお届けします。
　そちらに返金先の口座を記入してご返送ください。なお、返金時の振込手数料はお客様負担となります。
②お申込み代表者以外の方からのお取消しや日程変更も下記の冒険キッズ予約センターでお受けいたしますが、
　必ずお申込み代表者の方へもご連絡をお願いいたします。

参加の取消・日程変更

(052)238-0805

参加の取消・変更・代金について

めいほう旅えもん　冒険キッズ予約センター

《受付時間》
 平日10：00～17：00

未成年者参加の場合の親権者同意書
めいほう高原開発株式会社

（一社）明宝ツーリズムネットワークセンター
この度は、冒険キッズのお申込みを賜り、誠にありがとうございます。
未成年の方の本旅行参加には、お申込みの際、親権者の方の同意が必要となります。本旅行内容を十分にご確認頂き、参加前に下記に署名・
捺印のうえ、受付時に参加券と共にご提出くださいますようお願い申し上げます。
※未成年の参加者が複数の場合は、それぞれ親権者の同意書が必要となります。
※ご記入頂いた個人情報は、本旅行催行における確認のためにのみ使用し、それ以外の目的には使用致しません。

記

私は、参加券に記載する参加者の本旅行参加にあたり、親権者として本旅行商品の内容を了承し、本旅行参加を同意します。

記入日：平成　　　年　　　月　　　日

出発日：平成　　　年　　　月　　　日（　　　）　企画：　日帰り　・　1泊 2日　

親権者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　参加者との続柄：

親権者住所　〒

印
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