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２０１９年７月２４日（水）～２６日（金） ２泊３日 

往路 ２５日 ９：００頃出発 相模大野教室生  

                   オアシス相模大野教室前 

                   ９：３０頃出発 淵野辺教室生 

                  大野北公民館前 

復路 ２７日 山中湖センター  １４：００発 

場所 ＹＭＣＡ山中湖センター （山中湖畔） 

〒401-0502  山梨県南都留郡山中湖村平野419    

TEL: 0555-65-7721 

山中湖について 

子どもたちは山中湖でたくさんの楽しい 思い出を作ってきました。 山中湖は

夏の冷涼な気候と美しい自然で有名なところです。湖畔から美しい富士山が望

めます。自然あふれる環境で、楽しく英語を学びたいと考えています。 

キャンプ開催にあたり 

今年度で５度目の開催です。病院東雄緊急時の救急対応等も確認済みです。

毎回、怪我も発熱もなく、みんな元気に充実した3日間を過ごしています。 

引率 

生徒５～６名に対し大人１名がつく予定です。最終的な引率人数は、キャンプ参

加人数が決定  してからご連絡します。 
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緊急連絡先 １．０８０ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊（スタッフ中村） 

      ２．０９０－＊＊＊＊－＊＊＊＊（サイモン先生） 

 

緊急ではない場合は、オアシス英会話 E-mail: jimu@oasis-education.comへお願い致します。 

 

Oasis  英  会  話   

http://tokyo.ymca.or.jp/yagai/yamanaka/


 ７月２４日 ７月２５日 ７月２６日 

7:00-8:00  聖書のお話と朝のお祈り 聖書のお話と朝のお祈り 

8:00-900  朝食 朝食 

9:00-10:00  セッション③ プレゼンテーション② 

10:00-11:00  セッション④ チェックアウト 

11:00-12:00  ピクニック、水陸両用の  

カババスに乗ろう！ 

外での自由時間 

12:00-13:00 昼食 (各自のお弁当)  昼食 (野外)  昼食 (野外) 

13:00-14:00   相模原へ向けて出発 

～プログラム～（天候などによって、内容に変更があります。） 

14:00-15:00 チェックイン・ 

オリエンテーション 

 キャンプ場に戻る  

  Rest 

 

15:00-1600 自由時間 セッション⑤  

16:00-17:00 セッション① セッション⑥ 到着予定 

17:00-18:00 セッション② プレゼンテーション①  

18:00-18:45 夕食 夕食  

18:45-20:15 ゲーム① バーベキュー  

20:15-21:00 自由時間とお風呂 自由時間とお風呂  

21:00-21:30 寝る前のお祈りと消灯 寝る前のお祈りと消灯  

プログラムの内容 : 『英語を使って３日間過ごそう！』 

ゲーム、歌、工作、外遊び、Story Making、簡単なプレゼンテーション等。      

他にも沢山の楽しい企画があります。水陸両用車（バスがボートに切り替わり湖にも入り

ます）に乗って山中湖畔をドライブしたり、夜はバーベキューをします。またハイキング

時には美味しいソフトクリームも食べに行きます。あらゆる機会で英語を使いながら、皆

で楽しく過ごしましょう。 

対象:  小学生以上        定員:  ３０名 

料金:  小学生  ４５，８００円  ・  中学生  ４７，３００円      

兄弟割引:  ４１，５００円（２人目以降に適用） 

申込締切:  ２０１８年６月１４日（水） 
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お食事のご案内 

メニュー例・・★はおかわりができます。あくまでもお食事の一例となります。季節やご利用状況などにより内容が変更と

なる場合があります ご了承ください。 

◇朝食◇ スクランブルエッグ、ハム、フルーツ、★ミックスサラダ、★パン２種類、★飲み物（牛乳・ ジュース・お茶等） 

◇昼食◇ 海老ピラフ、オニオンスープ、サラダ、漬物、★麦茶 

◇夕食◇ ハンバーグステーキ、魚のフライ、厚焼き玉子、フライドポテト、ブロッコリー、漬物、デザート、★ミックス   

サラダ、★ご飯、★味噌汁、★飲み物（麦茶等） 

常時食堂にお茶のご用意もございます。 

 

※アレルギー食などご希望の場合は事前にご相談下さい。 
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Oasis  英  会  話   

    Setting New Standards 

Email: jimu@oasis-education.com 

www.oasis-education.com 

神奈川県相模原市中央区 

鹿沼台1-7-7 トラストテックビル４F 

〒252-0233 

Tel: 042-755-9826 

Fax: 042-768-7028 

〒252-0303 

神奈川県相模原市南区 相模大野３-３  

ボーノ相模大野サウスモール 1階S８ 

Tel: 042-705-9738 

Fax: 042-708-9748 



名前 性別 生年月日 学年 

フリガナ 男・女 平 成   年    月  

日 

小・中    年 

保護者氏名 続柄 住所  

緊急連絡先 日中 

      夜間 

 

   

平熱      ℃ 

23日       ℃ 

24日       ℃ 

25日       ℃ 

キ
リ
ト
リ
線
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アレルギーの有無   あり（                ）   なし 

日常的に服用している薬 あり（               ）   なし 

（薬の管理は各自でお願いします） 

健康上留意すること（例 車酔い等） 

保険証のコピーをお貼りください。 

申し込み時に提出 

キャンプ当日に提出（二人目以降に使用） 

キリトリ キリトリ キリトリ 



 

申込書 (裏面に保険証のコピーを貼り、申し込み時に提出） 

 

キャンプ参加者名 

 

 

 

 

 

 

氏名 性別 生年月日 学年 

フリガナ 

男  女 平成    年   月   日 
小学校  年 

中学校  年 

氏名 性別 生年月日 学年 

フリガナ 

男  女 平成    年   月   日 
小学校  年 

中学校  年 

キ
リ
ト
リ
線
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キリトリ キリトリ キリトリ 

キャンプ当日に提出 

名前 性別 生年月日 学年 

フリガナ 男・女 平 成   年    月  

日 

小・中    年 

 

保護者氏名 

 

続柄 住所  

緊急連絡先 日中 

      夜間 

 

   

平熱      ℃ 

23日       ℃ 

24日       ℃ 

25日       ℃ 

アレルギーの有無   あり（                ）   なし 

日常的に服用している薬 あり（               ）   なし 

（薬の管理は各自でお願いします） 

健康上留意すること（例 車酔い等） 

１人目  小学生 ４５，８００円 中学生 ４７，３００円 

２人目  ４１，５００円 小 中 （丸で囲む） 

３人目 ４１，５００円 小 中 （丸で囲む） 

合計   

キャンプ費用は振込

用紙を郵便局へご持

参の上、６月１５日

(金）までにお振込

みください。 

6/8 


