こどもの一生懸命を応援する

群馬・栃木・岡山
みんなの元気な
笑顔に会えるのを
楽しみに待ってます！
Enjoy sports!!

有森裕子

ナビゲーター：

（

オリンピック女子マラソン
2大会連続メダリスト

（

2008

トップアスリートとふれあい、
多種多様なスポーツを体験することで
がんばる気持ち 、相手を思いやる気持ち 、仲間と協力することの大切さ
等を学び、
子どもたちの
「こころ」
と
「からだ」
を育んでいきます。

「多種多様なスポーツとレクリエーション」 「一流のアスリートや指導者」
サッカー、バレーボール、クリケット、ソフト
ボール、遊びトレーニングなどを体験し、子ど
ものチャレンジ精神を育みながら、
「 自主性」
「社会性」
や
「協調性」
を養います。

softball

たくさんの「ホンモノ」に触れながら、
「 驚き」
や「発 見」による子どものわくわくする気 持
ちを大切にし、
「創造性」や「可能性」を広げる
ことを目指します。

「スポーツ in English」
国内外で活躍するアスリートや指導者が、
英語
を使ってスポーツを行います。
「集中力」
「適応
力」
「 柔軟性」を育み、どんな環境でも自分の
持っている力を出し切る能力を身につけます。

walking & running

ket
English & cric
ﬂying disc

soccer

play & condition

English & volleyball

softball

アスリートの紹介
宇津木妙子

神尾直子
（遊びトレーニング）

（ソフトボール）
オリンピックで２大会連続のメ
ダル獲得に導いた名監督と楽し
く触れ合おう！

世界のトップジュニアを育てる
名指導者と遊びながらからだを
しなやかに、強くしよう！

パウロ・Ｒ・サントス

Buzz Bullets

（遊びトレーニング）

（フライングディスク）

ブラジル出身のプロダンサーと
からだを使ってダイナミックに
表現してみよう！

世界一＆9年連続日本一の最
強 チ ー ム 。日 本 代 表 のメ ン
バーに教わろう！

宮澤ミシェル

山口素弘

（サッカー）

（サッカー）

元Ｊリーガーと一緒にフィールド
を駆け回ろう！

元 サッカ ー 日 本 代 表 と 楽しく
ボールを追いかけよう！

ヨーコ

ゼッターランド

（バレーボール）
元アメリカ代表の五輪メダリスト
と英語でバレーボールをしよう！

●大きな声で挨拶ができるようになった！
●勇気を出して色々なことにチャレンジができた！
●新しい友達ができた！
●自分のことは自分でできるようになった！
●頑張った！
●友達を思いやり応援した！
●一生懸命にやった！

MUD
（フライングディスク）
ウィメンチーム世界一のメン
バーと、ディスクで楽しく遊
んで面白さを知ろう！

キッズスポーツ体験
キャンプに参加！

リチャードレイドラー
（クリケット）

多様な
スポーツ体験

アスリートや友達、
スタッフとの共同生活

子どもの
「こころ」と「からだ」を育む

●群馬県利根郡みなかみ町温泉内民宿

●栃木県佐野市作原野外活動施設

7/30（水）〜8/2（土）

8/9（土）〜8/12（火）

有森裕子・宇津木妙子・ヨーコ ゼッターランド・
Buzz Bullets・山口素弘・リチャード レイドラー

有森裕子・神尾直子＆パウロ R サントス・ヨーコ
ゼッターランド・MUD・山口素 弘・リチャード
レイドラー

有森裕子・神尾直子＆パウロ R サントス・
ヨ ーコ ゼッター ランド・M U D・宮 澤
ミシェル・リチャード レイドラー

7/19（土）〜7/22（火）

●小学校1年生〜6年生

●岡山県倉敷市少年自然の家

●定員50名を予定、
先着順、
定員になり次第締め切り

サッカー、
ソフトボール、
英語でバレーボール、
英語でクリケット、
フライングディスク、
遊びトレーニング、
アウトドアクッキング等を予定
※メディカルトレーナーが24時間体制で帯同します ※旅行保険に加入しています
【主催】キッズスポーツキャンプ実行委員会
【後援】
群馬県／群馬県教育委員会／みなかみ町／みなかみ町教育委員会／みなかみ町観光まちづくり協会／栃木県／栃木県教育委員会／佐野市／佐野市教育委員会／佐野市体育協会
岡山県/岡山県教育委員会／
（財）
岡山県体育協会／倉敷市／倉敷市教育委員会／倉敷市体育協会／朝日新聞社／朝日学生新聞社／山陽新聞社／山陽放送
【特別協賛】小学館／小学館プロダクション
【協賛】㈱大手饅頭伊部屋／カゴメ㈱／広友リース㈱／㈱日本レジストリサービス／文化シヤッター㈱／道の駅どまんなかたぬま／㈱モリ・フロッキー
【協力】OSKスポーツクラブ／倉敷芸術科学大学 生命科学部 健康科学科／ＮＰＯ法人日本市民スポーツ海外交流協会／㈱ハルス・インターナショナル（カリフォルニアグリル）／
B-Rサーティワンアイスクリーム㈱

キッズスポーツ体験キャンプ
オフィシャルブログ

新しい友達
とのであい

元豪州代表選手とクリケットで
英語ミュニケーションしよう！

会場／開催日程

参加対象

アスリートとの
ふれあい

日本語のアドレスでアクセスできる！
！

http://キッズキャンプ.jp

キ ッ ズ プ ロ ジ ェ クト
無 料 体 験 受 付 中 ！
石井琢朗選手（横浜ベイスターズ）が
プロデュースする

アスレティックアカデミー
【授業日】
毎週木曜日
【お問い合わせ】

開校中！

TEL:03-6891-2217
授業内容はこちらから

in

佐野

(栃木県)

http://琢朗AA.jp

【お問い合わせ】キッズスポーツキャンプ実行委員会

Tel：03-6891-2218 ■ 営業時間 平日（月〜金）10:00〜17:30
メール：kids@s-rights.co.jp Web：http://kids.aspota.jp

キッズ・スポーツ体験キャンプについて
概

2008
■ 開催日
群 馬コ ー ス
栃 木コ ー ス
岡 山コ ー ス

2008年7月19日(土)〜7月22日(火) 3泊4日
2008年7月30日(水)〜8月2日(土) 3泊4日
2008年8月9日(土)〜8月12日(火) 3泊4日

要

■ 旅行代金

■ 申込み方法

各コース 34,000円

下記「旅行条件書」をご確認の上、FaxまたはWeb（aspota/アス
ポタ）にてお申し込みください。

※ お一人様料金、消費税含む
※ 旅行代金算出基準日：平成20年5月1日

※アスポタ
（aspota)は株式会社ライツが企画運営するアスリートポータルサイトです

■ 申込み締め切り

■ 宿泊先

■ 集合・解散
現地集合・現地解散
※ 現地までのオプショナルツアーについてはお問い合わせください

各コース開催日の3週間前まで

群馬コース▶群馬県利根郡みなかみ町温泉内民宿
群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉
和室または洋室
（〜5名1室・トイレ別）
※分宿

※定員になり次第、締め切らせていただきます

■ お申込み

栃木コース▶栃木県佐野市作原野外活動施設
栃木県佐野市作原町818
和室または洋室
（〜30名1室・トイレ別）

■ スケジュール
全コース共通
1日目 現地集合（お昼頃）
スポーツ教室、他（泊）
2日目 スポーツ教室、他（泊）
3日目 スポーツ教室、他（泊）
4日目 スポーツ教室、他 現地解散（夕方頃）
※詳しい内容は、キッズスポーツキャンプ実行委員会（株式会社ライツ内）
にお問い合わせください
※参加確定の方には詳しい日程をお知らせします

キッズスポーツキャンプ実行委員会（株式会社ライツ内）
Fa x: 03-6891-2212
Web: http://キッズキャンプ.jp

岡山コース▶岡山県倉敷市少年自然の家
岡山県倉敷市児島由加2708
和室または洋室
（〜9名1室・トイレ別）

※お申込みにはaspota／アスポタ会員登録（無料）が必要となります

■ お問い合わせ
メール：kids@s-rights.co.jp Tel：03-6891-2218

■ 旅行代金に含まれるもの

※ お問い合わせのお電話は営業時間内、平日（月〜金）10:00〜17:30に
お願いいたします

●宿泊費●食事代（朝3回・昼3回・夕3回）●講習代●現地係
員費用●滞在期間中の現地交通費●諸税

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任
者です。
この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があり
ましたら、
ご遠慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

■ 旅行代金に含まれないもの

■ 参加対象
小学校1年生〜6年生
※男女問わず、保護者の方の同意書が必要となります

■ 募集人数

■ 添乗員の同行

各コースとも定員50名を予定、
先着順、
定員になり次第締め切り

添乗員は同行いたしません。
現地係員がお世話いたします。

※各コース最少催行人員30名

旅行企画・実施

現地集合場所までのご自宅からの交通費
現地解散地からご自宅までの交通費
その他個人的費用（クリーニング代・電話代など）

株式会社ライツ
（社）全国旅行業協会会員
東京都知事登録旅行業第2-5821号
〒108-0073 東京都港区三田3-1-4Net.１三田ビル７F
総合旅行業務取扱管理者 古賀 佐知夫

■お申込み方法…Faxまたは、Web
（aspota/アスポタ）
にて受付
■お申込みの流れ
お申込み
Fax→03-6891-2212
Web→http://キッズキャンプ.jp
※お申込みにはaspota／アスポタ会員登録（無料）が必要となります

受付（先着順）

■参加OKとなった場合

各種手続きへ

お申込み順に3営業日以内に
Faxまたは、
メールにて
ご連絡いたします。

■定員に達した後にお申込みをいただいた場合

キャンセル待ち

申込書 Fax：03-6891-2212
参加者
（本人）
参加者
（兄弟）
ご

住

氏名
氏名
所

フリガナ

男・女

フリガナ

〒

男・女

生年月日：

年
学年
（

月

生年月日：

年
学年
（

月

-

（
）

日
才） 保護者

（
）

日
才）

フリガナ

氏名

Tel

Fax

（携帯電話

メールアドレス

参加希望会場

続柄

）
群馬

・

栃木

・

岡山

キャンセル待ち希望

有 ・ 無

●個人情報の取り扱いについて
㈱ライツ（以下「当社」
という）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関などの手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等に提供いたします。
また、当社が取り扱う企画や
キャンペーンなどの案内の情報をお客様に提供させていただくことがあります

募集型企画旅行「旅行条件書」
（要約）
※この旅行は、株式会社ライツ（以下「当社」
といいます。）の募集型国内企画旅
行であり、参加されるお客様は当社との募集型企画旅行契約を締結することに
なります。また旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全
文）、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
※この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12
条の5に定める契約書面の一部となります。お申込みの際は必ず旅行条件書
（全文）をお読み下さい。
【お申込み及び契約成立時期】
（１）当社所定の申込書に所定の事項を記入し、FaxまたはWebよりお申込みく
ださい。
（２）申込受付完了のお客様にはこちらよりご連絡させて頂き、指定した期日
（通常、弊社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内）に旅
行代金のお支払いが必要です。
（３）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金（全額）を受領したときに
成立するものとします。
（４）旅行代金は、
「取消料」
「違約料」のそれぞれ一部、若しくは全部として取り
扱います。
【お申込み条件】
（１）男女を問わず、保護者の方の同意書が必要になります。
（２）特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は可能な範囲
内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様の
ために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
【旅行催行の中止・変更】
（１）各コースとも参加人数が最少催行人員に満たない場合はツアー催行を中
止とさせて頂きます。

（２）当社は天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条
件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。

それが極めて大きいとき。
（５）旅行代金が期日までに入金のないとき。

【取り消し料】
お申込み後、お客様の都合で旅行を取り消しされる場合、又は所定の期日まで
に旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合には、旅行代金に対
してお一人様につき次に定める取消料、又は取消料と同額の違約料をいただ
きます。

【当社の責任】
（１）当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に
損害を与えた場合、そのお客様が直接受けた損害を賠償する責に任じます。た
だし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に
限ります。
（２）お荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14
日以内に当社に対して通知があった場合に限り、特別補償規定によりお一人様
につき15万円を限度として賠償します。
（３）天災地変、戦乱、暴動、運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令そ
の他の当社の関与し得ない事由により損害を被った場合は、当社は（１）の責任
を負いません。

取り消し日（出発日を含まず）
20日前〜8日前
7日前〜2日前
前日
旅行開始日
無連絡不参加及び旅行開始後

取り消し料率
20％
30％
40％
50％
100％

【旅行契約の解除】
当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除する
場合があります。
（１）旅行者があらかじめ明示した性別、年齢その他の参加旅行者の条件を満
たしていないことが判明したとき。
（２）旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる
とき。
（３）旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、
または団体旅行の円滑な実施を妨
げるおそれがあると認められるとき。
（４）天災地変、戦乱、運送機関等における争議行為、国内外の官公署の命令そ
の他の当社の管理できない事由により、旅行書面に記載した旅行日程に従っ
た旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、
または不可能となるお

【特別補償】
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規定で定めるところに
より旅行者が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、そ
の生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定め
る額の補償金及び見舞金をお支払いします。
【旅程保証】
当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に一定の率
を乗じた変更補償金をお支払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書
（全文）
でご確認下さい。

