
対象：年少 (3 歳 ) ～年長 (6 歳 )

会場：みんなの家・周辺の里山 ( 山梨県大月市 )

参加費：9,000 円（昼食・おやつ付き）

森のようちえん
おおつき

合同会社 ACT

あばれんぼキャンプツアーズ
TEL : 042-319-9682    
mail : info@ac-tours.jp
FAX :  042-319-9683  

主催

お申し込み・お問い合わせ
NPO 法人 野外遊び喜び総合研究所

あばれんぼキャンプ
TEL : 042-364-8031  
mail : info@abarenbo-camp.com
FAX :  042-202-0881
WEB :  https://www.abarenbo-camp.com/

主催

お申し込み・お問い合わせ

「あばれんぼの幼児限定自然体験シリーズ」では、幼児の「やりたい」と
思う自主性と好奇心を尊重し夢中になっていることに没頭できる環境を整え
ること、そして成功も失敗も許容できるおとなが寄り添い、幼児の言葉や感
情に共感することを大切にしています。遊び方は幼児一人ひとりの自由な発
想に任されていて、室内・屋外から好きな遊びを選ぶことができます。おと
なは幼児の興味関心や個性、没頭していることを観察しながら必要なときに
必要な援助をします。社会的規範や価値観などがほとんど存在しないこの幼
児期に活動を通じて「夢中力」を育むことを目指しています。

普段はできないこと「だめだよ」「あぶないよ」と言われていることも、あ
ばれんぼだから「今回は挑戦してみよう！」そんな体験を、ぜひ幼児期から
体験してみませんか？

秋の
　ちびっ子キャンプ

幼児の夢中力を爆発させよう！
あばれんぼの幼児限定自然体験シリーズ

対象：年少 (3 歳 ) ～年長 (6 歳 )

会場：みんなの家・周辺の里山 ( 山梨県大月市 )

旅行代金：29,000 円

10/16
(sun.)

2022

11/5 - 6
(sat.) (mon.)

2022



【イベント企画】
NPO 法人野外遊び喜び総合研究所  あばれんぼキャンプ

府中本部：〒 183-0035　東京都府中市四谷 3-27-1-A
大月支部：〒 409-0614　山梨県大月市猿橋町猿橋 2633
福島支部：〒 963-1631
　　　　　　　　　　 福島県郡山市湖南町赤津字小志田 7704
調布支部：〒 182-0025　東京都調布市多摩川 5-9-4 
　　　　　　　　　　　 インペリアル京王多摩川フラット 103
川崎支部：〒 215-0021
　　　　　　　　　　神奈川県川崎市麻生区上麻生 5-9-10-325

【旅行企画・実施】
合同会社 ACT　あばれんぼキャンプツアーズ

東京都知事登録旅行業第 2-7834 号 /（一社）全国旅行業協会正会員
〒 183-0035  東京都府中市四谷 3-27-1-A
TEL：042-319-9682  FAX：042-319-9683
E-mail：info@ac-tours.jp
営業日・営業時間：（月）～（金）10:00 ～ 18:00
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前
にご確認の上、お申込み下さい。 （この募集広告は、旅行業法第
12 条の４に定めた「取引条件説明書面」の一部です）
■担当者の説明にご不明な点があれば、旅行業務取扱管理者にお
問い合わせください。

幼児限定自然体験シリーズ

秋のちびっ子キャンプ
日程：2022/11/5~6（sat-sun）
対象：年少 (3 歳 ) ～年長 (6 歳 )
定員：15 名程度 / 最小催行人員：7 名
宿泊地：みんなの家
〒 409-0614 山梨県大月市猿橋町猿橋 2633
会場：みんなの家、周辺の里山
旅行代金：29,000 円（食事３回、交通費、宿泊費、
保険料、体験料　込）
申込み締切：10/7
集合解散：原則、同一場所での集合解散にご協力く
ださい。
　　新宿駅　 　[ 8:00 集合 -18:00 解散 ]
　　分倍河原駅 [ 9:00 集合 -17:00 解散 ] 
持ち物：弁当、水筒、タオル、雨具など
※詳細は、お申込みされた方に発送する「詳細資料」でご
確認ください。
※個別対応（おむつ、食物アレルギー等）が必要な方は事
前にご相談ください。

【行程】
〈1 日目〉食事 2 回
新宿駅（8：00）または分倍河原駅（9：00）＝ト
イレ休憩＝みんなの家（11：30 頃）→昼食（持参
弁当）→自然遊び→夕食づくり・夕食→入浴→お楽
しみレク→就寝

〈2 日目〉食事 2 回
起床→朝食づくり・朝食→クラフト→みそづくり体
験→自然遊び→昼食（給食）→出発準備・みんなの
家（14：30 頃）＝トイレ休憩＝分倍河原駅（17：
00）または新宿駅（18：00）
[ ＝：貸切バス、新宿駅⇔分倍河原駅の移動は公共
交通機関を利用します。→：徒歩 ]
貸切バス会社：有限会社宝観光バス
添乗員：同行します

★ぜひお友達同士、ご兄弟でお申込みください！
お友達同士、ご兄弟で同日にご参加いただいた場
合は紹介してくださった方、紹介された方それぞ
れに、あばれんぼキャンプクーポン券 1000 円分
をプレゼント！（※ 1 事業につき 1 名様までご紹
介いただけます。）お申し込みの際にお友達または
ご兄弟のお名前を、あばれんぼキャンプ事務局ま
でお知らせください。

幼児限定自然体験シリーズ

おおつき森のようちえん
日程：2022/10/16（sun）
対象：年少 (3 歳 ) ～年長 (6 歳 )
定員：15 名程度
会場：みんなの家・周辺の里山 ( 山梨県大月市 )
参加費：9,000 円（昼食、おやつ、交通費、保険料、
体験料　込）
申込み締切：9/30
集合解散：原則、同一場所での集合解散にご協力く
ださい。
　　分倍河原駅 [  8:00 集合 -17:30 解散 ]
　　猿橋駅　　 [10:00 集合 -15:30 解散 ]
持ち物：水筒、タオル、雨具など
▶お弁当・おやつは必要ありません！

《おおつき森のようちえん/秋のちびっ子キャンプ》共通
＊原則、天候不良による催行中止は致しません。ただし、天災地
変による道路の通行止め等の発生で行程の履行が厳しいと判断さ
れた場合は催行中止といたします。
＊催行中止の場合は、前日までにお客様にご連絡差し上げるよう
に努力いたしますが、状況により当日スタッフからお伝えさせて
いただく場合もございます。予めご了承ください。
＊このキャンプは「自然学校等における新型コロナウイルス対応
ガイドライン」「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイド
ライン」に則り開催します。
＊個別対応（おむつ、食物アレルギー等）が必要な方は事前にご
相談ください。
＊道路交通法に伴い、幼児・子ども（3 歳～ 6 歳未就学児）もバ
ス座席を利用しご参加をお願いしております。 　　お申込み　　　〈合同会社 ACT〉

　TEL：042-319-9682

　FAX：042-319-9683

　E-mail : info@ac-tours.jp

電話やFAXでお申込みの場合
①参加するキャンプ ②参加するお子様の名前 
③性別･ 年齢 ･ 学年 ④郵便番号 ･ 住所  ⑤電話番号 
⑥ご希望の集合解散場所
以上 6 点を必ずお伝えください。

メールでお申込みの場合
右記 QR コードからお申込みください。

幼児限定自然体験シリーズ
　　　　山梨県大月市のあばれんぼキャンプ専
用フィールド「みんなの家」を舞台に、幼児一
人ひとりの「やりたい」と思う自主性と好奇心
を尊重し、夢中になり没頭できる環境を整え「夢
中力」を育むことを目指しています。「みんな
の家」は昔ながらの原風景が残る自然豊かな場
所。大自然を舞台に、思う存分気がすむまで遊
びに没頭することができます。幼児それぞれの
興味関心に合わせて、虫めがね、画用紙、ハサミ、

折り紙、クレヨン
などの工作セット
も用意しています。

ここが
ポイント！

リアルタイムでブログ更新！
あばれんぼキャンプでは、キャンプの様子を写真に撮っ
てブログにて随時更新！ご自宅にいながら、子どもの活
動の様子がわかるから安心！
子どもが帰ってきたあとの会話にも役立ちます。
他にも、キャンプの詳細情報を掲載しています。
各キャンプ詳細ページから、詳細資料と提出書類をご確
認・ダウンロードいただけます。ぜひご覧ください！
あばれんぼキャンプホームページ　▶▶▶
https://www.abarenbo-camp.com/

あばれんぼちびっ子シリーズ
Facebook ページ　▶▶▶

小さなカラダで大冒険！幼児限定自然体験シリーズ

　　お申込み　　　〈あばれんぼキャンプ事務局〉

　TEL：042-364-8031

　FAX：042-202-0881

電話やFAXでお申込みの場合

①参加するキャンプ ②参加するお子様の名前 

③性別･ 年齢 ･ 学年 ④郵便番号 ･ 住所 ⑤電話番号 

⑥ご希望の集合解散場所

⑦一緒に参加するお友達 ･ 兄弟の名前 

以上 7 点を必ずお伝えください。

お申込みはホームページからも受け付けています！

ホームページでは、キャンプの詳細情報を掲載してい
ます。お申込みをする場合は、各キャンプイベントペー
ジ「問い合わせる」から必要事項をもれなくご記入の
うえ、お申込みください。
お申込みを確認後、あばれんぼキャンプより振込先や
その後のお手続きが記載された詳細資料や提出書類を
郵送させていただきます。
参加費の確認が取れ次第、お手続き完了です。

スタッフが協力サポート！
幼児 5 ～ 6 人に対し 1 人のスタッ
フが、安全面や遊びをサポートし
ます。移動中はもちろんのこと活
動中もずっと一緒にいるので、体
調の変化や興味・関心、気持ちの
変化も見逃しません。
子どもたちをサポートするスタッフは、教員や保育士を
目指す大学生、学童指導員、教員免許取得者など子ども
と関わることが大好きなスタッフばかり！初めて親元を
離れるお子様も安心してご参加ください！

手作りの昼食とおやつを用意！
“ おおつき森のようちえん ” では、
地域のおばあちゃん協力のもと

「地元の食材を使った手作りお昼
ご飯」と「昔ながらの手作りおや
つ」を用意しています。

あばれんぼキャンプ「キャンプページ」

https://www.abarenbo-camp.

com/camp/


