
平成 29年 12月吉日 

保護者のみなさまへ 

          大妻女子大学家政学部 

            児童臨床研究センター 

   高橋 ゆう子・石井 雅幸 

 

「冬の星空観察と動物の足あと探検」参加者募集のお知らせ 

 

 年末を迎え慌ただしい季節となって参りましたが、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお

慶び申し上げます。日頃より大妻女子大学児童臨床研究センターの理科的活動に、多大なるご理解とご

協力を賜り誠に感謝申し上げます。 

 このたび、当センターでは、児童の皆さんに星や雑木林の観察を通して山間部の自然に触れる機会を提供す

る宿泊活動を開催する運びとなりました。参加を希望される方は、下記手続きに従ってお申し込みください。 

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

なお、今年度も科学技術館のご協力により、事前学習を科学技術館にて行わせていただきます。 

 

記 

 

ねらい：自然に興味を持つ児童・生徒が、持続的に自然観察を行う技術を身につけるためのプログラムで

す。1つには、都心部と山間部の星の見え方を比較して、光害について問題意識を持つこと、ま

た、都心部では体験できない雪上の動物の足あとの観察から、冬季にどのような動物が活動してい

るかなどの自然体験活動を行います。また、宿泊を伴う活動により、協調性を育んでいきます。 

 ※都心部と山間部の自然を比較するため、事前の自己学習を含みます。 
 

対 象（参加資格）：小学校 4年生～中学校 3年生 35名 
 

旅行代金（参加費）：一人 5,000円 （宿泊代・食費・保険代・資料代を含みます） 

※含まれる食事は 1日目夕食、2日目朝食、昼食の計 3回となります 

開催日： 

＜事前説明会＞ 

  2018年 2月 3日(土) 18時 00分～19時 00分 ＊10 分前に集合。保護者の方も必ずご参加ください。 

   活動場所：科学技術館（東京都千代田区北の丸公園２番１号） 

 

＜宿泊活動＞ 

  2018年 2月 17日（土）～2月 18日（日） 1泊 2日  ＊荒天時は活動を中止する場合がございます。 

   集合・解散場所：科学技術館前 

      （多摩地区からの参加者が多数いる場合には多摩センター（14時頃）にて合流頂く形も検討しています。） 

   活動場所：科学技術館 及び 長野県八ヶ岳山麓 

   活動内容：高原での星空観察（肉眼での観察、アストロハウスで大型望遠鏡を用いた観察）、雪上の動

物の足あと観察、野鳥などの観察 

   宿泊場所：川崎市八ヶ岳少年自然の家（〒399-0101 長野県諏訪郡富士見境字広原 12067-482） 

         電話 0266-66-2011   Fax 0266-66-2014  
 

募集締切：2017年 12月 28日（木）当日消印有効 
 

申し込み方法：「参加申込用紙」を表・裏ともご記入の上、下記申し込み先までご郵送ください。応募多数の場合

は抽選の上、1 月中旬頃に結果を郵送にてお知らせいたします。なお、ご兄弟、お友達とご一緒に

参加をご希望されましても、抽選等で配慮することはできかねますので、予めご了承ください。 

送り先：〒204-0001 東京都清瀬市下宿 2-419-1 (株)バスウェイ 旅行営業部 大妻女子大学申込み係 

 

ご案内：貸切バスでの移動および宿泊を伴う活動のため、関係法令の遵守を目的に、今回より東京都知事登

録の旅行業者・株式会社バスウェイが企画・実施する募集型企画旅行として行うことになりました。 

そのため申し込み先・代金支払い方法等が従来と変更になっておりますのでご了承ください。 



利用バス会社：株式会社バスウェイ（貸切バス安全性評価認定制度★認定事業者） 

添乗員：出発から帰着までの全区間で同行いたします。 

お支払い方法：お申し込み後（抽選となった場合は当選者のみ）に郵送する書類に同封するお支払い案内書に

記載の方法で、事前にお支払いいただきます。（銀行振込またはコンビニ決済） 

支払後の取消：以下の金額を銀行振込でお返しいたします。 

2月 15日(木)までのお取消し…全額（ただし振込手数料 165円のみ差し引かせていただきます） 

2月 16日(金)以降のお取消し…4,000円（振込手数料 165円は別途差し引かせていただきます） 

※別途記載のご旅行条件第 7項(1)の定めにかかわらず上記記載事項を優先適用とします 

 

＜安全管理についてのお願い＞ 

●帰宅時のお迎え（科学技術館前） 

帰宅時は安全管理のため、科学技術館までお迎えのご協力をお願い致します。なお、道路状況により到着時

刻が前後する場合がございます。多摩センターから合流される場合も、帰宅時は科学技術館にて解散となり

ます。   

＜肖像権、著作権、個人情報の取り扱いについて＞ 

●肖像権について 

本活動では、事業記録の主たる目的で活動の様子のビデオ・写真撮影を行います。この記録（映像と音声）の一部は、

次の教育目的でも使用することがあります。下記の利用に限定することをご理解いただき、使用の許諾をお願い致しま

す。なお、ご都合の悪い方、条件がある方はお申し出ください。 

●著作権について 

本活動で製作した作品の著作権は製作者にあるものとします。但しこの著作物については、今後、下記の教育目的の

利用においては、著作者の承認を得なくても利用できるよう、許諾していただけますようお願い申し上げます。この件に

ついて不都合のある方は、大妻女子大学 石井雅幸までお申し出ください。 

 

一． 大妻女子大学、科学技術館および、関係協力機関（者）がおこなう教室、講演、講義、学会・研究会での発表、

配布資料、および論文、出版物への掲載、関連事業の広報活動（紙面や webページ等） 

 

●個人情報について 

申込用紙及び健康調査カード（参加決定者に後日配布します）に記載された内容については、(株)バスウェ

イと大妻女子大学児童臨床研究センターで共有し、本活動に限って利用を致します。ただし、アレルギーや

その他疾病等、生活の上で配慮が必要なお子様に関しましては、宿泊先に情報を提供の上、対応をさせてい

ただく場合がございます。また、現地で医療機関にかかる場合等の緊急時には、一部の情報を然るべき機関

へお伝え致します。 

 

 

 

 

 

【協力】公財）日本科学技術振興財団・科学技術館 

 

【旅行企画・実施】 

株式会社バスウェイ 旅行営業部 

東京都知事登録旅行業 第 2-5831 号 （一社）全国旅行業協会正会員 

〒204-0001 東京都清瀬市下宿 2-419-1   TEL 042-491-1801  

（営業時間：月～金 10:00～18:00 土日祝休業） 

国内旅行業務取扱管理者  南 雲 尚 人 

※旅行業務取扱管理者とは、このご旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。 

お申込みに際し担当者からのご説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

お問い合わせ先 

 ＜活動内容について＞  大妻女子大学 教授 石井雅幸    tel 03-5275-6109 ＊12/23～1/5不在 

 ＜応募手続きについて＞ (株)バスウェイ 旅行営業部     tel 042-491-1801  ＊12/28~1/3冬季休業 

 



スケジュール（予定）  

2月17日（土） 

  10：00 科学技術館実験スタジアムL集合 事前学習 

  ご入場の際には、参加者の名札を受付にご提出ください。 

  11：30 昼食（各自ご持参ください。地階のレストランもご利用いただけます） 

  13：00 貸切バスにて科学技術館 出発（ここからの参加でも構いません） 

  （14：00 多摩センターにて多摩地区参加者の合流） 

  16：00 川崎市八ヶ岳少年自然の家 到着 夕食まで自由時間 

  19：00 夕食後 星空観察（肉眼およびアストロハウスの望遠鏡での観測） 

  22：00 就寝 
 

2月18日（日） 

   9：30 敷地内（予定）で動物の足あと観察とまとめ 

  11：30 昼食 

  13：00 貸切バスにて川崎市八ヶ岳少年自然の家 出発 

  16：30  科学技術館 到着・解散 
 
※荒天時は活動を中止する場合があります。  

※雨天・曇天などで、戸外での活動ができない場合は、室内での活動となります。 

  

 

----------------------------------切り取り線----------------------------------- 

参加申込用紙 

平成 29年度『冬の星空観察と動物の足あと探検』に参加します。 

フリガナ  

男  

女 

身長 

体重 

スノー靴

サイズ 

cm  

kg 

S ・M ・L  
名前・性別  

学校名              学校 生年月日 
平成 

     年   月  日 

学年 組       年    組 血液型 
   型

（RH    ） 

自宅住所 

〒 

 

 

フリガナ  

保護者氏名                       （続柄      ） 

日中連絡先＊1    （    ）             （続柄      ） 

緊急連絡先＊1    （    ）             （続柄      ） 

メールアドレス＊2                          PC ・ 携帯 

参加希望の場所 事前学習から参加（10時）・ 昼食後から参加（13時）・多摩センターから参加＊3（14時） 

＊1 ご連絡先が職場等の場合で呼び出し名が必要の方は、ご記入のほどお願い致します。 

＊2 必要時 jirinken＠ml.otsuma.ac.jp または tours@busway.jpよりご連絡することがありますので、受信設定のご確認をお願い致します。 

＊3 多摩センターからの乗車希望者が少ない場合は、科学技術館からのみの出発（13 時予定）となります。 

注）ご兄弟、お友達とご一緒に参加をご希望されましても、抽選等で配慮することはできかねますので、予めご了承ください。 



お 申 し 込 み の 前 に 必 ず お 読 み く だ さ い 
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、また旅行契約が締結された場合は同法第 12条の 5に定める契約書面の一部となります。 

  

----------------------------------切り取り線----------------------------------- 

 

参加申込用紙 

＜こちらの面は必ず保護者の方がご記入ください＞ 

 

 

1．平成 29年度『冬の星空観察と動物の足あと探検』への参加に同意します。 
                

        平成     年    月     日    

保護者氏名                 印 

 

2．肖像権・著作権・個人情報の取り扱いについて同意されますか。 

  1）肖像権について…  同意します ・ 同意しません 

    同意の条件があればご記入ください。 

                                            

  2) 著作権について…  同意します ・ 同意しません 

  3）個人情報について…   同意します  ・  同意しません 

 

3．帰宅時のお迎えは可能ですか。 

   できる（父 ・ 母 ・ その他の方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ） ・ できない 

＊裏面後もご記入ください 


