
　春の訪れが待ち遠しい今日このごろです。お変わりございませんでしょうか。
さて今年も小学生・中学生・高校生を対象に、信州にてスプリングスクールを開催いたします。
マザーネットの自然体験スクールは、雄大な自然の中で、生きる力を育み、感性を目覚めさせることを目的に、オリジナル
プログラムを組んでおります。４月に小学１年生になられるお子様もやさしくサポートさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症対策は徹底して行います。ご参加を心よりお待ちしております。

■日　程 ２０２１年３月３０日（火）～４月１日（木）  2 泊 3 日

■場　所 国立信州高遠青少年自然の家 他
〒396-0301 長野県伊那市高遠町藤沢 6877-11

■発着地 大阪 または 新宿

■対象・定員 新小学校 1年生から高校 3年生　 12 名 　（定員になり次第〆切させていただきます）

■引率責任者 株式会社マザーネット 代表取締役 上田理恵子 （引率者は他に 1名です）

■参加費

■主　催 株式会社マザーネット http://www.carifami.com

■スクールで大切にしている

■お問い合わせ先

●初めて参加するお子様も、リピーターのお子様も、満足できる内容を心がけています。 
●初めて出会う異年齢の仲間たちの中で、「自立」をサポートし、「他人への思いやり」の大切さ
を様々な場面で伝えています。 
●環境を大切にする気持ちを育てます。 
●子どもたちの「やる気スイッチ」を入れるプログラムを盛り込んでいます。 
●小学校高学年を迎えたリピーターのお子様たちを、リーダーとして育成します。 

株式会社マザーネット本社　　
〒532-0011　大阪市淀川区西中島 6-1-15 アセンズ新大阪２Ｆ
TEL　06-6889-2118（月～金　9：00 ～ 18：00）　　　FAX　06-6889-2116

2001年8月創業。子どもが急に発熱した際にスタッフを自宅に派遣するなど、ワーキングマザー
を総合的に応援する事業を展開中。自然体験スクールは、今回で 56 回目の開催となります。のべ
1,010 名のお子様にご参加いただき、初期の参加者が引率を務めるようになりました。

■集合・解散 <大阪 >
集合 2021 年 3 月 30 日（火） 　  8:05 阪急梅田バスターミナル（8:30 発）
解散 　　　　4月   1 日（木） 　20:12 JR 新大阪駅  または  20:30 JR 大阪駅着

<新宿 >
集合 2021 年 3月 30 日（火） 　  9:00 バスタ新宿（南口）（9:30 発）
解散 　　　　４月　1日（木） 　18:45 バスタ新宿（南口）

スプリングスクール 2021 in 信州

＜大阪発＞ ＜新宿発＞

（2泊7食、バス代、保険代、体験代などを含みます。最終日の夕食代は含みません）
 （中学生・高校生は￥7,000 プラス、兄弟参加割引は￥1,000 ／人）

￥４８，０００（税別） ￥４５，８００（税別）



FAX：06-6889-2116　(株) マザーネット大阪本社行

フリガナ

参加者のお名前

生年月日

愛称

ご住所

緊急連絡先

お子様の体調などで伝え
ておきたいこと
（アレルギーなど）

ビンゴ大会の希望商品

その他の連絡事項

好きな歌（しおり掲載希望）
お子様に必ず声をかけてください

保護者のお名前
会員No.　　　　　　　　　　　（マザーネット会員の方は必ずお書きください）

スプリングスクール 2021in 信州（3/30 ～ 4/1 開催）に申し込みます。

（  男  ・  女  ）

年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　　）小・中・高　　　　　　　　　年

〒　　　　　　　　　　　　

ご自宅 TEL　　　　　　　　　　　　　FAX
携帯 TEL　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス

①昼間

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　）

居場所　　　　　　会社・外出先・自宅・その他

電話番号

②夜間

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　）

居場所　　　　　　会社・外出先・自宅・その他

電話番号

続柄（　　　　　　）

★お申し込みの際は、 健康保険証のコピーを添えてください。
★FAX到着後、 必ずご連絡させていただきます。 FAX 送付後、 2日経ってもマザーネットから連絡がない場合は、 お手数ですがご連絡くださいませ。

学年



プログラム（予定）
日　程

3月３０日
（火）

ロッジ

3月３１日
（水）

ロッジ

（大阪組）８︓０５阪急梅田バスターミナル集合－８︓３０出発－車中にて昼食－
１４︓００伊那バスターミナル着。 バス乗り換え－１５︓００自然の家着

（東京組）９︓００バスタ新宿集合－９︓３０新宿発バス
１２︓５５伊那バスターミナル着。 昼食－１５︓００自然の家着　　　

１５︓３０　　オリエンテーション

１６︓３０　　プレイホール遊び（卓球、 ドッジボール、 バドミントンなど）
１８︓３０　　夕食（バイキング）＆入浴
１９︓３０　　勉強のやる気スイッチ ON ︕

２１︓００　　就寝

７︓３０　　朝食（バイキング）

９︓３０　　草木染め

１２︓００　　 昼食（バイキング）　
１３︓００　　フライングディスクゴルフ

※プログラムは変更の可能性がございます。

１５︓３０　　プレイホール遊び（卓球、 ドッジボール、 バトミントンなど）

１８︓００　　夕食（バイキング）

１９︓００　　終わりの会 & ビンゴゲーム

２１︓００　　 就寝

春休みの宿題や、 塾の宿題があれば、 ご持参いただいても大丈夫です。

「草木染め」 は、 植物の葉、 枝、 根などに含ま
れている自然の色を抽出し、 布などを染めます。
今回は、茜（赤色）やマリーゴールドの花（黄色）
などで、 輪ゴム ・ 割り箸で模様をつけてハンカチ
を染めます。

フライングディスク（フリスビー）を使用して、 的木に当たるまでの投盤数を競
い合うゲームです。 ３～４人のグループで１２ホールをまわります。
子どもたちに大人気の遊びです。

内　　　容 宿　泊



日　程

４月１日
（木）

章姫（あきひめ）︓静岡生まれ。 とっても甘い
女峰（にょほう）  ︓栃木生まれ。 いちご本来の甘酸っぱさ
紅ほっぺ︓静岡生まれ。 糖度のバランスが良い

※新型コロナウイルス感染症対策のため、 食べ放題ではなく、 パックへの摘み取りとなります。

内　　　容 宿　泊

　 ７︓３０　　 朝食（バイキング）
　 ９︓３０  　自然の家を出発　　　　　　　　　　　
１０︓３０　　　いちご狩り体験（伊那みはらしいちご園）

１３︓００　　 ゆったりと、 みはらし温泉（まほら伊那羽広温泉）に入浴
　　　　　　　　　　南アルプスや伊那市街などの雄大な眺望がのぞめます

１２︓００　　昼食（お弁当）　　

１５︓０１　　JR 伊那市駅乗車（大阪組）

１５︓２５　　伊那バスターミナル発（東京組）

１８︓４５　　バスタ新宿着（東京組）

２０︓１２　　JR 新大阪駅着（大阪組）

■取消料について
お申し込み後、 お客様のご都合で参加を取消しされる場合は、 旅行代金全額についてお一人様につき、 下記の取消料をいただきます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって　２１日前まで無料 ・ ２０日～６日前２０％ ・ ５日～２日前３０％
旅行開始日の前日　　４０％　 ・ 　当日　　５０％　 ・ 　旅行開始後または無連絡不参加　　１００％

< 参加前のお願い >
・ ２週間程度前からの検温 ・ 体調管理をお願いします
・ 引率者はお客様同様に起床時に検温を行い、37.5 度以上の発熱が確認された場合は、該当スタッフは引率を行いません
< スクール中のお願い >
・ ご参加当日、 検温をさせていただきます。 その際、37.5 度以上あった場合には、参加をお断りさせていただく場合があります
・ 消毒液を持参しますので、 バスや電車に乗車の際の手指消毒の協力をお願いします
・ スクール中はマスクの着用をお願いします
・ バスや電車内での会話や飲食はお控えください

新型コロナウイルス感染症対策について


