
お申込みは、冒険キッズHPからお願いいたしますお申込みは、冒険キッズHPからお願いいたします12/912/9（日）
※募集定員を超えた場合は抽選となります

日帰り：11日前まで

民宿 愛里

民宿 しもだ

冒険かぞく

雨天決行！
一人参加もOK！

冒険の旅は、子どもだけ

後
援

愛知県 ・ 岐阜県 ・ 三重県各市教育委員会

郡上市教育委員会

添乗員は同行しません。
※
（利用バス会社：名鉄観光バス）

※この旅行は標準旅行業約款
　( 募集型企画旅行契約）に準じます。

◎旅行代金に含まれるもの
　【日帰り】①体験料②バス料金③保険料④施設及び機材・道具等使用料
                      ⑤諸税⑥昼食
　【一泊】日帰りの①～⑤に加えて⑥宿泊費⑦食事 ( 朝昼夕 4食）
○旅行代金に含まれないもの：個人的な性質の諸費用
※申込状況などの理由により集合・解散時間を変更する場合があります。

【冒険は遊びと学び】

自然体験は子どもたちの五感を刺激し、

自主性・感受性・コミュニケーション能力

を高めると言われています。

ぜひ学びの宝庫へ送り出してください。

【日帰り】

①雪合戦

②そり体験

③かまくら作り

④雪上運動会

⑤おやつ （みかん）

【一泊二日】

※①～⑤プラス

⑥雪像作り

⑦アニマルトレッキング

⑧真冬の星空観察

プログラム

マイカー集合

幼児から参加 OK

開催期間 ： 1/13 ～ 2/24( 土日祝 )

詳しくは冒険キッズのホームページをご覧ください
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9:00集合 18:15解散
8:00集合 18:45解散
8:50集合 18:10解散
7:45集合 19:15解散
8:00集合 19:00解散
8:00集合　　      19:00解散

JR 名古屋駅
地下鉄 藤が丘駅
名鉄 小牧駅
三河安城駅
JR 半田駅
名鉄 東岡崎駅

8:00集合 19:00解散
8:00集合 18:45解散
8:10集合 18:50解散
7:15集合 19:45解散
7:15集合 19:45解散
7:00集合     　　 20:00解散

名鉄 一宮駅
JR春日井駅
名鉄 犬山駅
JR 刈谷駅
名鉄 太田川駅
名鉄 梅坪駅

お申込み・予約の変更・キャンセルについて

《受付時間》
10:00～17:00
（土日祝日定休）
12/29-1/3休

冒険キッズ予約センター

(0575)87-2032☎
〒501-4306 岐阜県郡上市明宝奥住字水沢上3447-1　

取扱営業所　めいほう旅えもん
★ お申込みはコチラ ★

検索検索冒険キッズ

冒険キッズホームページ

http://boukenkids.meiho.info

旅行企画
実施

7:45集合 19:15解散
8:20集合 18:40解散
9:00集合 18:00解散
7:45集合 19:15解散

JR 岐阜駅 (日帰り)
コープぎふ 長良店
芥見 虹の家
JR 大垣駅

JR 岐阜駅 (一泊)
JR 多治見駅
コープぎふ 可児店
岐阜羽島駅

  8:15集合 18:45解散
  8:00集合 19:00解散
  8:45集合 18:15解散
  8:30集合 18:30解散

近鉄 四日市駅　　　7:15集合　　　19:45解散
JR･近鉄 桑名駅　　   8:15集合　　　18:45解散

体験内容･健康面について

《受付時間》
10:00～17:00
（土日祝日定休）
12/29-1/6休

（一社）明宝ツーリズムネットワークセンター

　　郡上・山と川の学校

(0 575 )87- 0126☎
〒501-4307 岐阜県郡上市明宝二間手532 

（各出発日の 2週間前まで）（各出発日の 2週間前まで）
12/1512/15 追加募集開始追加募集開始

※一次募集の残席を先着順で受け付けます
（土）

一般社団法人
　明宝ツーリズムネットワークセンター

郡上 ・ 山と川の学校

30

出
発
日
〜

1泊以上：21日前まで

日
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り

￥25,900 名古屋・一宮

￥10,900

￥11,900

 1/19（土）～ 20（日）
 2/2（土）～ 3（日）
 2/23（土）～ 24（日）

 

名古屋・一宮

藤が丘
春日井
小牧・犬山
安城・刈谷
半田・太田川
東岡崎・梅坪

　1/14（月祝）・1/19（土）・1/27 （日）  
　2/3（日）・2/23（土）・2/24（日）
　2/2（土）・2/17（日） 
　2/3（日）・2/16（土）
　2/9（土）・2/24（日）          
　1/20（日）・2/23（土）
　1/14（月祝）・2/9（土）
　1/13（日）・2/17（日）　

日
帰
り

￥25,900

￥10,900

1/19（土）・1/27（日）
1/26（土）・2/10（日）　
1/20（日）・2/16（土）

岐阜駅・長良・芥見
大垣・羽島
多治見・可児

岐阜駅（一宮駅まで電車移動）
1/19（土）～ 20（日）
2/2（土）～ 3（日）
2/23（土）～ 24（日）

日
帰
り ￥11,900 四日市・桑名

お申込みは、冒険キッズHPからお願いいたしますお申込みは、冒険キッズHPからお願いいたします
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※障がいやアレルギーなどについては、郡上・山と川の学校までご相談ください。

※開催期間：1/13 ～ 2/24( 土日祝 )

1/13（日）・1/26（土）

2019  冒険キッズ  冬 ver.  ～雪体験～

岐阜県 郡上市
高鷲 （日帰り）

明宝 （一泊二日）

※世界農業遺産認定地域

現地集合 （郡上市）現
地 現地集合　　　　 10:30集合 16:00解散

日
帰
り ￥6,900 全日程参加OK一

泊 ￥19,900


