A 幼児
コース
『たくましい身体、勇気ある大きな心』

A：幼児コース（2 泊 3 日）
令和３年 12 月 24 日（金）～12 月 26 日（日）

令和３年 12 月 28 日（火）～12 月 30 日（木）

C：上達ロングコース（4 泊 5 日）
令和３年 12 月 26 日（日）～12 月 30 日（木）

http://www.wildsc.jp

株式会社ワイルドスポーツクラブ

幼児のためのコース
スキーが初めてでも大丈夫です。直滑降を目標に
段階を追って丁寧に楽しく講習します。経験者
は、止まるなど安全な技術を身につけリフト乗っ
て講習を行います。雪遊びや夜のゲーム大会、
Xmas パーティーなど楽しいこといっぱいです。

お泊りを心配される声がありますが、毎年 50 名ほどの参加
者があり、現地では楽しく元気に過ごしていますので、安心
してご参加下さい。インターネット HP でお子様の様子をキ
ャンプ中に写真で見られるサービスも行う予定です。
年長は、B コースへのお申し込みもできますが、この A コ
ースをお勧めします。スキー講習内容・場所、スケジュール
など幼児に適したプログラムを考えています。

B：体験短期コース（2 泊 3 日）

HP

『ワイルドスポーツクラブの先生と行く 2 泊 3 日のスキー教室。
クリスマスパーティーにはおもしろサンタがやってきます！』
日程
宿泊

令和３年 12 月 24 日(金)～12 月 26 日(日)
ホテルエルム石打 ℡025-783-2893
〒949-6372 新潟県南魚沼市石打 1938
会場 石打丸山スキー場（及び近郊スキー場）
参加費
会員 49,000 円（税込）44,550 円（税別）
一般 52,000 円（税込）47,280 円（税別）
貸スキー代（希望者） 4,100 円（税込） 3,750 円（税別）
指定帽子代 ニット帽子 1,100 円（税込） 1,000 円（税別）
集合 AM8:00 頃
新宿駅・八王子駅・立川駅・
解散 PM6:00 頃
府中本町駅・町田駅
対象 幼児（年中・年長） 募集人数 40 名
24 日

25 日

26 日

午前

新幹線

スキー講習

スキー講習

午後

雪慣れｽｷｰ

スキー講習

新幹線

夜

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ

写真は昨年の様子です
写真は 2019 年の様子で

検索

TEL ０４２－３５２－３１８０
FAX ０４２－３５２－３１８１
〒183-0023 府中市宮町 2-2-8
ライオンズマンション府中第３-304
月曜日～金曜日 午前 10:00～午後 6:00
土曜、日曜、祝日は留守番電話のみの受付となります。
メールの受信は、24 時間対応しておりますのでご利用下さい。

キャップ帽子 ニット帽子

ご案内
☆申し込み方法（申込書提出方法）
①当社指導員（各幼稚園、保育園・課外体育教室・チア教室）
各水泳教室・ワイルドスポーツクラブ事務局へ直接申込書提出。
②電話にて受付後、ファックス及び郵送にて申込書提出。
③電話にて受付後、ホームページのお申し込みフォームで申込書提出。
※ファックス、ＰＣでのお申し込みは必ず電話にて確認して下さい。

㊟

費用納入方法をご確認下さい

☆費用納入方法

※申込締切日までに必ずお支払い下さい。入金が確認
できない場合は参加をお断りさせていただきます。
①日野ふたばスイミング・当クラブ（府中）事務局のみ
現金にてお支払い出来ます。
②上記以外は全て下記の銀行口座にお振込みとなります。
③現金書留にてお支払い出来ます。
（申込用紙同封可）
☆指定銀行 （①か②どちらかにお子様の名前でお振込み下さい）
①三井住友銀行 府中支店 （普通）７３７５８４０
株式会社ワイルドスポーツクラブ
②ゆうちょ銀行 １０１５０－４００５３９１１
株式会社ワイルドスポーツクラブ

㊟

ご入金の際のご注意

合計額を必ずお子様の名前でご入金下さい。
お名前の前に参加コース A・B・C を入れて下さい。
（例）
A ワイルドタロウ
☆キャンセルについて
病気、ケガ等でやむをえず参加できなくなった場合は、事務局までご連絡
ください。下記の通り費用を返金いたします。なお、返金はキャンプ終了
後となりますのでご了承下さい。
各コース共通
締切日前の参加取り消し － 全納金を返金
締切日から出発日６日前までの参加取り消し－全納金の 9 割を返金
出発日５日前から出発日までの参加取り消し－全納金の 7 割を返金
☆申し込み締切日
A コース １２月１４日（火）
B コース １２月１８日（土）
C コース １２月１６日（木）
※新幹線指定席予約・宿泊予約などの都合により締切日までに必ず事務局ま
でお申込みのご連絡を下さい。

☆しおりについて（12 月上旬より配布予定）
申し込み用紙をいただいた方には、キャンプのしおり（詳しい日程、
持ち物など）を郵送もしくはお渡し致しますので、できるだけ早く
キャンプ参加申込書を提出いただけるようお願い致します。
☆会員資格について ※今回の一般参加者は次回より会員となります
当社主催の 2 泊以上のキャンプに参加したことがある方
現在 日野ふたば SS・当社の課外体育教室（クラブ）会員・
サッカー教室会員・チアリーディング教室会員
☆指定帽子について（必ずご用意ください）
色は黄で、2 種類あります。（当社スケートキャンプ共通）
①ニット帽子 （幼児、小学生低学年向き）
1,100 円（税込）
②キャップ帽子（小学生低学年～高校生向き）
3,850 円（税込）
※初めてご購入される方は、幼児は①を、小学生以上は②をおすすめし
ます。尚、すでにご購入済みの①は、小学生でもお使いいただけます。
☆医療について
万が一の病気に備えて地元の医療施設に連絡をとり往診も容易に可能な
ところに場所設定しています。
身体上注意することがある場合は、健康調査書に必ずご記入下さい。
☆スキー場について
雪不足により石打丸山スキー場閉鎖の場合は、講習可能なスキーに移動
します。ガーラスキー場・苗場スキー場などを予定しています。
参加人数、天候等により集合・解散・プログラム内容は変更する場合があ
りますのでご了承下さい。
☆Ｂコース新幹線について
現在往路は、新幹線指定席が確保できない可能性がある状況です。その
場合は、観光バスを利用することもありますのでご了承下さい。
☆指導員スタッフ
三上悦生・小林幸治・須沢秀行・梅原芳弘・松本亮一・野口昌美・
兵頭元樹・三上大樹・鶴森和之・野村全和・滝瀬大悟・三上大夢・
内田明良・土田伸一郎・斯波竜之介・永野倖太郎・田中睦美・山本華代・
雨宮果子・小山千絵・島田明奈・野上翔大
※班を 7 名～1５名に編成し、WSC 専任指導員が 24 時間責任を持って
指導にあたります。
※キャンプの指導員は、各園体操教室やプールの担当指導員ができるだ
け引率できるように致しますが、参加人数などによりそうでない場合が
ありますのでご了承下さい。

Ａコース かぐら（みつまたエリア）スキー場で
快晴の中ハイポーズ！

プルーク（ハの字）ができるよう
になると自由に滑れました。

一昨年は、３日目ＧＡＬＡスキー場のゴンドラに乗り
ました。

トナカイ君たちが来て、ダンス
やゲームで遊んでくれました。

３日目には、全員がリフトに乗り
ました。

重要 新型コロナウイルス感染症対策について
参加条件 ◎ワクチン接種証明書 又は 抗原検査結果（出発日２日前以内陰性）
※当日集合時にスマートホン写真にて確認致します。必ず上記いずれかの写真を撮り指導員にご提示
下さい。確認が取れない場合は出発を見送らせて頂きます。
（キャンセル料は発生します）
現地対策 ◎スキー講習、食事、入浴、就寝以外はマスクの着用をします。
◎こまめな手指消毒、手洗いを実施します。
◎食事、入浴を分散にて少人数で行うため、多くの時間が必要になり、スケジュールの都合と感染対
策のため、今回はミーティング、パーティー等の夜の活動を縮小又は中止する場合があります。
実施決定 ◎今後の感染症の状況によっては、スキーキャンプの実施を中止する場合があります。ご了承の上、
お申し込み下さい。なお、その場合参加費用は全額返金致します。

B

2泊3日
コース

『楽しいスキーをやってみよう！
レッスンで基礎を学び、リフトに乗って滑ってみよう！』

小学生初心者・初級者のためのコース
スキーレベル別に班編成を行い、直滑降、プ
ルーク、プルークボーゲン、パラレルターン
の習得を目指します。初心者は、リフトに乗
って滑ることを目標とします。
家庭から離れ、集団生活を経験することによ
り、礼儀、生活習慣、友達作りなどを学ぶこ
ともキャンプの目的です。スキー以外にも、
ゲームなど楽しいこと盛りだくさんです。
短期間ですができるだけたくさんリフトを利用して
の講習を目指します。しかし、初心者はゲレンデコン
ディションやスキー技術など安全な滑降が判断でき
ない場合は、リフトを利用しない講習となることがあ
ります。数多くスキーを経験されている方やプルーク
ボーゲンより上の技術を目指している方は、C コース
へのご参加をおすすめします。
また、幼児は A コースをおすすめします。

日程
宿泊

令和３年 12 月 28 日(火)～12 月 30 日(木)
●エコーロッジ
℡025-783-3209
〒949-6372 新潟県南魚沼市石打 1929-1
●みせ旅館
℡025-783-2532
会場 石打丸山スキー場（及び近郊のスキー場）
参加費
会員 52,000 円（税込）47,280 円（税別）
一般 55,000 円（税込）50,000 円（税別）
貸スキー代（希望者）
4,100 円（税込） 3,750 円（税別）
指定帽子代（持っていない方）
①ニット帽子（幼児向け）
1,100 円（税込） 1,000 円（税別）
②キャップ（小学生以上向け）３,850 円（税込） 3,500 円（税別）
集合 AM7:30 頃
新宿駅・八王子駅・立川駅・
解散 PM6:00 頃
府中本町駅・町田駅
対象 幼児（年長）～小学生（初心者・初級者）募集人数 60 名
28 日

29 日

30 日

午前

新幹線

スキー講習

スキー講習

午後

雪慣れ スキー

スキー講習

新幹線

夜

ミーティング

パーティー

C

４泊５日
コース

『豊富で充実したスキーレッスンでレベルアップ確実！
スキーの楽しさ大満足です！』

初心者～上級者まで実力アップのためのコース
初心者は、リフトに乗って安全に楽しく滑り降りる
技術の習得、経験者はレベルアップを目指し、個人
別に目標をたて、全 8 回の講習を行います。リフト
１日券を用意し、たくさん滑り込むことで実力アッ
プは確実です。小学生から高校生まで幅広い年齢で
の５日間の合宿生活は、なかなか体験できないこと
も数多く楽しく有意義なものになります。
当社自慢のおすすめコースです。特にリフト１日券を５日間
購入し、スキーレベルに応じて、できるだけたくさんリフト
を利用する講習は満足です。リフト券代は、参加費に含まれ
ていますので、他のスキー教室で見られる参加費以外での請
求はありませんので割安です。また、旅館は長年のお付き合
いもあり、様々な面でとてもよくしていただき快適な５日間
です。特に自慢の自家製コシヒカリとおいしい料理は、最高
です。

午前
午後
夜

26 日
新幹線
雪慣れ ｽｷｰ
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

27 日・28 日
スキー講習
スキー講習
班行動

29 日
ｽｷｰ講習
ｽｷｰ講習
ﾊﾟｰﾃｨｰ

30 日
ｽｷｰ講習
新幹線

日程
宿泊

令和３年 12 月 26 日（日）～12 月 30 日（木）
みせ旅館
℡025-783-2532
〒949-6372 新潟県南魚沼市石打 2026
会場 石打丸山スキー場
参加費 小学生 会員 79,000 円（税込）71,900 円（税別）
一般 82,000 円（税込）74,550 円（税別）
中高生 会員 85,000 円（税込）77,280 円（税別）
一般 88,000 円（税込）80,000 円（税別）
貸スキー代（希望者）
6,800 円（税込） 6,190 円（税別）
指定帽子代（持っていない方）
②キャップ 3,850 円（税込） 3,500 円（税別）
集合 AM7:30 頃
新宿駅・八王子駅・立川駅・
解散 PM6:00 頃
府中本町駅・町田駅
対象 小学生～中・高校生
募集人数 50 名

写真は 2019 年の様子で

写真は 2019 年の様子で

一昨年は雪不足。石打丸山スキー場のオープンもあ
と一振りのところでした。石打丸山スキー場にて。

３日間ＧＡＬＡスキー場で滑りました。標高が高いので
良い雪質の中スキーができました。

初心者は、一日目、二日目は石打丸山スキー場の
ゲレンデでレッスンしました。

経験者はＧＡＬＡスキー場のゴンド
ラに乗りました。

初心者もリフトに乗って、滑り降り
ることができるようになりました。

ＧＡＬＡのゲレンデコンディション
はとてもよく楽しく滑れました。

さよならの集い、日本代表ラグビー
チーム？が遊んでくれました。

ＧＡＬＡ山頂からの眺めは絶景でした。

トレインでの滑降です。みんな
で滑るととても楽しいです。

パラレルターンかっこいいです！
みんなこの滑り目指してます。

２日目、みつまたスキー場にはこん
なにたくさんの雪がありました。

お部屋の中はワイワイ、ガヤガヤ
とても楽しかったです。

自家製南魚沼産コシヒカリとてもお
いしいです。ごはんも楽しみです。

夜はゲーム大会などで遊びます。
優勝チームの記念写真です。

たくさんリフトに乗って、いろいろな
コースを滑ります。

たくさんのお友達との５日間。部屋
の中もとても楽しかったです。

