
８月１５日(月)夜～１８日(木)
３泊４日（船中1泊 民宿２泊）

８月１１日(木・祝)夜～ １５日(月) 
４泊５日（船中1泊 テント３泊 自炊）

対象 幼児 (年中～年長）１５名
集合 8月26日 8:45 新宿西口
解散 8月27日 16:45 新宿西口
交通 小田急線 ＪＲ 路線バス

８月２2日(月)～２４日(水）
２泊３日（テント泊 自炊 乗馬6回）

８月２４日(水)～２６日(金)
２泊３日（テント泊 自炊 乗馬4回）

大島マリンキャンプ

大島チャレンジキャンプ

乗馬２泊キャンプ①

乗馬2泊キャンプ②

あそびむし乗馬キャンプ

スケジュール
8/11 20:30竹芝桟橋集合 23:00出港

8/12 5:00大島着 仮眠 キャンプ村つくり

8/13 森の中のキャンプ生活 スノーケリング

8/14 スノーケリング キャンプファイヤー

8/15 テント撤収 13:20大島発 17:40竹芝桟橋到着

対象 小学校１年生～中学生 １８名
場所 東京都大島町 民宿 朝海館

集合 8月15日 20:30 竹芝桟橋

解散 8月18日 18:00 竹芝桟橋
交通 東海汽船 往復/大型客船

対象 小学校２年生～中学生 １５名

場所 東京都大島町 元町のキャンプ場
集合 8月11日 20:30 竹芝桟橋
解散 8月15日 18:00 竹芝桟橋
交通 東海汽船 往復/大型客船

スケジュール
8/15 20:30竹芝桟橋集合 23:00出港

8/16 5:00大島着 仮眠 スノーケリング入門

8/17 スノーケリングツアー ナイトタイム

8/18 スノーケリング 13:20大島発 17:40竹芝桟橋到着

民宿に泊まって 毎日大島の海を楽しみます！
８月２6日(金)～２７日(土)

１泊２日(テント泊 給食 乗馬2回)

対象 小学校２年生～中学生 １５名

集合 8月22日 8:45 新宿西口
解散 8月24日 16:45 新宿西口
交通 小田急線 ＪＲ 路線バス

対象 小学校１年生～中学生 １５名

集合 8月24日 8:45 新宿西口
解散 8月26日 16:45 新宿西口
交通 小田急線 ＪＲ 路線バス

スケジュール
8/24 乗馬① 野外炊事 シャワー

8/25 馬のお世話 乗馬②③ 野外炊事 温泉

8/26 馬のお世話 乗馬④ 修了式

スケジュール
8/26 乗馬① 馬のお世話 シャワー

8/27 馬のお世話 乗馬② 修了式

参加費 34,000円

参加費 小学生 46,000円
中学生 48,000円

参加費 小学生 59,000円
中学生 61,000円

参加費 小学生 59,000円
中学生 63,000円

キャンプ生活もスノーケリングも両方体験できる！

開催場所
御殿場ビッグマウンテンランチ

馬との生活を通して「命」を感じるキャンプです

テントにも泊まってみよう！

大島アドベンチャーキャンプ
８月１１日(木・祝)夜～１８日(木）

７泊８日（船中1泊 テント６泊 自炊）

参加費 小学生 86,000円
中学生 90,000円

電気もガスもない森の中での
キャンプ生活にチャレンジ！

対象 小学校３年生～中学生 １５名

場所 東京都大島町 元町のキャンプ場
集合 8月11日 20:30 竹芝桟橋
解散 8月18日 18:00 竹芝桟橋
交通 東海汽船 往復/大型客船

スケジュール
8/11 20:30竹芝桟橋集合 23:00出港

8/12 5:00大島着 仮眠 キャンプ村つくり

8/13 スノーケリング入門

8/14～16 大島の色々な所にでかけます

8/17 スケジュールをみんなできめよう

8/18 テント撤収 13:20大島発 17:40竹芝桟橋到着

スケジュール
8/22 乗馬① 野外炊事 シャワー

8/23 馬のお世話 乗馬②③ 野外炊事 温泉

8/24 馬のお世話 乗馬⑥ 修了式

テントに泊まります

ブラッシングもします

森の中を歩きます

テントをたてよう

えさづくりもしましょう

食事もみんなでつくります

まきを燃やしてごはんを炊きます

夜はランタンのあかりで過ごします

馬を近くで見てみよう

三宅島火山島キャンプ
８月４日(木)夜～７日(日）

３泊４日（船中1泊 民宿２泊）

参加費 小学生 69,000円
中学生 78,000円

対象 小学校２年生～中学生 １５名

場所 東京都三宅島 三宅村 民宿新鼻荘
集合 8月4日 20:30 竹芝桟橋
解散 8月7日 20:55 竹芝桟橋
交通 東海汽船 往復/大型客船

スケジュール
8/4 20:30竹芝桟橋集合 22:30出港

8/5 5:00三宅島着 仮眠 大路池散策 スノーケリング入門

8/17 スノーケリングツアー ナイトタイム

8/18 噴火跡散策 13:35三宅島発 20:45竹芝桟橋到着

不便なキャンプ場での生活を体験しながら、山と海と島の歴史や自然を満喫

ワンパク大学が生まれた島！ 生きている火山島を実感

東京の島でのキャンプです。 島でしかできない体験が魅力です！

参加費 小学生 46,000円
中学生 48,000円

富士山
↓

最高の透明度！

海を楽しみ、キャンプも体験

大島の海が大好きになるキャンプ

火山体験遊歩道

幼児も1人で馬に乗ります！


