
場　　　　所 内　　　　容 場　　　　所 内　　　　容 場　　　　所 内　　　　容

21:00 竹芝桟橋 参加者集合／受付 7:00 起床 7:00 起床

22:30 出航 7:30 朝食 7:30 朝食

5:00 三宅島到着 8:30 移動 9:00 移動

5:35 ペンションおしどり 宿到着 9:30 伊豆緑産（株） 植林活動 9:15 料理＆クラフトを作ろう！

8:00 起床 11:00 移動 11:00 昼食・休憩

8:30 朝食 11:30 火山体験遊歩道 12:30 閉校式

9:30 開校式 11:50 移動 13:00 港へ移動

10:00 移動 12:00 14:00 出航

10:30 森で探検隊 12:30 昼食 21:00 竹芝桟橋 東京到着・解散

11:30 昼食 13:30 移動

13:00 伊ケ谷港 海であそぼう！ 14:00 土方海岸 海の生き物観察
海岸清掃17:00 ふるさとの湯 温泉 17:00 バーベキュー

18:00 ペンションおしどり 夕食 18:30 郷土芸能

19:00 坪田小学校グラウンド 星空観察会 19:15 移動

21:00 就寝 21:00 就寝

三宅村公民館

行　　　程

日時

行　　　程

日時

8/19
（木）

火山を体験しよう！

錆ヶ浜園地

風の家（噴火のお話）

8/18
（水）

行　　　程

日時

8/16
（月）

8/17
（火） 大路池

※天候、スケジュール調整により、行程

が変更となる場合がございます。

８月１７日（火）森で探検隊

伊豆諸島で一番大きな淡水の湖とその周りの豊かな森。

たくさんの鳥や植物を探そう！

海で遊ぼう！
島の海でシーカヤック体験！

８月１８日（水）植林体験
みんなで力を合わせて木々を植えることで、

自然の大切さを学ぼう！

火山を体験しよう！
溶岩の原っぱを歩いたり、島の人々の

噴火のお話を聞いて、火山について学ぼう！

み ど り 体 験 交 流 事 業

８月１９日（木）郷土料理とクラフト体験

三宅島でとれた食材で作る郷土料理と、

流木など自然の素材を使ったクラフトアートを楽しもう！

三宅島 生きている自然を実感しよう！

キッズ・サマースクール２０１０
平成２２年８月１６日（月）～１９日（木）

対象者：都内在住の小学校4年生～6年生

参加費：１０〃０００円/1人

申込方法：別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、

三宅島観光協会までFAXにてお申し込みください。

◆お問い合わせ・お申込み

【三宅島観光協会】

Tel：０４９９４－５－１１４４

Fax：０４９９４－５－１４１８

Mail：mail@miyakejima.gr.jp

募集締切：7月30日（金）

※応募者多数の場合、抽選となります。



お申込先　三宅島観光協会 営業時間：年中無休　8:30～17:30

TEL 04994-5-1144 FAX 　　04994-5-1418

住所 〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古680-3

mail mail@miyakejima.gr.jp

参加者について

ふりがな 平熱 度

血液型 Ａ Ｂ Ｏ ＡＢ 不明 ／ RH（  ）

船酔い １.する  ２.しない

性別 １.男  ２.女 年齢 歳 車酔い １.する   ２.しない

生年月日 ぜんそく １.ある   2.ない

アレルギー １.ある   2.ない

学校名 学年 年

他体験事業への参加回数 初 回 植物 （　　　　　　　　　　　　）

食べ物 （　　　　　　　　　　　　）

お子様の身長 cm その他 （　　　　　　　　　　　　）

cm １.ある   2.ない

詳細 （　　　　　　　　　　　　）

お子様に関するスタッフへの連絡事項 団体行動 １.得意　　２.普通　　３.苦手

服用できない薬

保護者・住所連絡先などについて

職業

〒 －

※マンション名なども必ず記入してください。

電話番号

Fax ※保護者の方の勤務先、携帯など

E-mail

その他

●参加の決意をお子さん自身で記入してください。（分からなければ意味を説明してあげてください。）

「自然の驚異と神秘、保護と再生の大切さを知る体験・サマースクール」に参加することをここに誓います

●なお、参加中に上記参加者が負うべき責任については、これを保護者が負います。

●本申込書に記載されている個人情報は、本体験事業の運営にのみ使用し、終了後は責任を持って破棄します。

記入日　：　平成　　　　年        月        日       保護者氏名             　　　　　　　　　　　　　　　  （自署）

特記事項

（　　　　　　　　　　　　　　）

緊急時連絡先

住   所

ふりがな

氏名

「ある」と答えた方は、以下に詳細を記入ください。

平成　　　年　　　月　　　日

保護者との続柄

記入日　：　平成　　　　年        月        日       参加者氏名             　　　　　　　　　　　　　　　  （自署）

シュノーケリング用品の有無
シュノーケル　（　　　）　　　　マスク（　　　　）
マリンシューズ（　　　）　※有か無をご記入ください

帽子のサイズ
食べ物の
好き嫌い

小学校

ツアーTシャツ・帽子を作成します。以下をご記入ください。

保護者氏名

生きている自然を実感しよう！

三宅島 キッズ・サマースクール２０１０

参加申込書

場　　　　所 内　　　　容 場　　　　所 内　　　　容 場　　　　所 内　　　　容

21:00 竹芝桟橋 参加者集合／受付 7:00 起床 7:00 起床

22:30 出航 7:30 朝食 7:30 朝食

5:00 三宅島到着 8:30 移動 9:00 移動

5:35 ペンションおしどり 宿到着 9:30 伊豆緑産（株） 植林活動 9:15 料理＆クラフトを作ろう！

8:00 起床 11:00 移動 11:00 昼食・休憩

8:30 朝食 11:30 火山体験遊歩道 12:30 閉校式

9:30 開校式 11:50 移動 13:00 港へ移動

10:00 移動 12:00 14:00 出航

10:30 森で探検隊 12:30 昼食 21:00 竹芝桟橋 東京到着・解散

11:30 昼食 13:30 移動

13:00 伊ケ谷港 海であそぼう！ 14:00 土方海岸 海の生き物観察
海岸清掃17:00 ふるさとの湯 温泉 17:00 バーベキュー

18:00 ペンションおしどり 夕食 18:30 郷土芸能

19:00 坪田小学校グラウンド 星空観察会 19:15 移動

21:00 就寝 21:00 就寝

三宅村公民館

行　　　程

日時

行　　　程

日時

8/19
（木）

火山を体験しよう！

錆ヶ浜園地

風の家（噴火のお話）

8/18
（水）

行　　　程

日時

8/16
（月）

8/17
（火） 大路池

みどり体験交流事業


