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遊びは冒険クラブ 

 少年少女雪まつり 

説明会資料 
２０２０年 12 月６日（日） 

国立オリンピック記念青少年総合センターにて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日程：2021年 1月 9日（土）～1月 11日（月祝） 

場所：長野県飯山市・戸狩温泉スキー場 

主催：遊びは冒険クラブ 

イベント企画：ＮＰＯ法人 東京少年少女センター 
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遊びは冒険クラブの少年少女雪まつりでは、冬の大自然のなかであそぶ楽しさを体験しよ

うという趣旨で 

「雪の中で思いきりあそぼう！」 

「ともだちふやそう！」 

「ウィンタースポーツを楽しもう！」を掲げています。 

 

いろいろな地域からあつまる、新しいともだち。 

はじめての参加でも、帰るころにはともだちがいっぱい。 

NPO 東京少年少女センターのボランティアスタッフの青年が、事前活動やゲレンデ指導・

宿の生活をサポートします。 

 

■スキー・コース 

■スノーボード・コース 

初心者から上級者までレベルに合わせて、青年たちが楽しく一緒に滑りながら教えます。 

レベル別検定も行うので、バッヂを目指して楽しみに参加する子もいます。 

 

＜募集要綱＞ 

旅行日程：2021 年 1 月 9 日(土) 朝発～1 月 11 日(月・祝) 

集合解散：新宿駅西口予定 

旅行先：長野県飯山市 戸狩温泉スキー場 

宿泊施設： 戸狩温泉 ビレッジヒル壽番館、ロッジむらなか、ベルグかどや 

参加対象：小学校 1 年生～中学 3 年生  父母 幼児(保護者同伴のみ) 

旅行代金：小学生 47,000 円・中学生：47,500 円 父母：37,500 円 幼児：31,000 円 

※旅行代金に含まれるもの：往復の貸切バス代金・宿泊代および食事代・リフト代・指導

費(小中学生)・保険料など 

レンタル：スキー3,100 円、スノーボード 3,100 円、ウエア 3,100 円、 

小物セット(グローブ・ゴーグル・帽子) 1,500 円 

申込方法： 

① 2020 年度「遊びは冒険クラブ」に入会登録してください。 

年会費：子ども１人につき 2,000 円 

スポーツ安全保険（賠償付き傷害保険）に加入します。 

保護者には、冊子「ちいきとこども」（年 2 号発行）をお届けします。 

子育てに役立つ、講演会やセミナーのご案内をします。 

②「遊びは冒険クラブ」ホームページの【申し込みフォーム】に必要事項を入力し送信し

てください。 

② 参加申込受付メールを確認後、下記合計額のお振込みをお願いします。 

・参加費 

・レンタル（申込者のみ） 

・クラブ会費 2000 円（今年度未加入の場合） 
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郵便振替 00140-1-44067 

銀行名 ゆうちょ銀行 〇一九店 当座 0044067 

募集期限：2020 年 12 月 28 日(月） 

キャンセル規定： 

(旅行開始日の前日から起算して)   (取消料) 

7 日目にあたる日以降の解除    旅行代金の 30％ 

旅行開始日前日の解除        旅行行代金の 40 

当日の解除             旅行代金の 50％ 

旅行開始後の解除または無連絡不参加  旅行代金の 100％ 

団会議：いくつかの団にわかれ、当日のプログラムを話し合ったり、事前交流します。 

12 月 20 日 10：00～15：00（予定）八王子市緑が丘小学校（八王子みなみ野駅） 

主催：遊びは冒険クラブ 

イベント企画：NPO 法人東京少年少女センター 

お問合せ：少年少女雪まつり事務局 info@children.ne.jp(メールがスムーズです) 

                 03-3379-7479 

 

雪まつりでの生活について 
全体を宿ごとに 2～3 の団に分けます。それぞれの中で、さらに班に分けます。子ども 7 人、指導員

2 人（低学年は 3 人）で班を構成し、班が生活の基礎単位になります。指導員は、18 歳以上の青年と

高校生のペアという組み合わせが基本です。 

参加される父母と幼児のみなさんは、子どもたちと別の生活をすることになります。参加メンバーに

応じて、楽しいプログラムを相談して決めていきます。 

班編成については、スキー・スノボーの技術レベルなどをふまえて、決めています。また、いろいろ

な地域から参加した子どもたちが仲良くなれるように、複数の地域の参加者でひとつの班をつくるよう

にしています。 

班体制が決りましたら担当指導員から事前に連絡をいたしますので、お子さんのことで気になること

や、留意すべきことは、直接担当指導員に伝えてください。 

 

指導員（リーダー）について 
班につく指導員は、特別に資格をもった人ではありませんが、子どもたちのことが大好きで、日ごろ

は地域の「子ども会・少年団」「あそび会」などでボランティアで活動しているメンバーと、雪まつり

の卒業生が中心です。 

子どもたちと一緒になって生活し、楽しみ、相談にのったりします。また、雪まつりを楽しくするた

めに、子どもたちと話し合って進めていきます。 

 

おこづかいについて 

 子どもが当日持っていくおこづかいについては、ご家庭の判断でお願いします。金額は、2,000 円前

後が目安です。サービスエリアやお土産などの買い物は、班の指導員からも注意を促しますが、ご家庭

で事前にお子さんと相談しておいてください。 
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持ち物について 

★ウエア 1 しおり（保険証のコピーを貼る） 1

★グローブ（あれば予備） 1～2 歌集 1

★ゴーグル 1 筆記用具 1

★帽子（ニット帽など） 1 水筒（ペットボトル可） 1

スキー用の厚手の靴下 3 目印のスカーフ 1

スキー用のアンダーシャツ 3 ハンカチ・ティッシュ 2

着替えの下着 ２日分 マスク（予備含む） 7

パジャマ 1 エチケット袋 1～2

部屋着（ジャージやスウェット等） 1  コップ （割れないもの。宿やゲレンデで使います） 1

防寒着（トレーナー、フリース等） 1 おこづかい（お土産用等2,000円程度）

タオル（大１、小２） 3 常備薬（必要な人）

洗面具（歯磨きセット） 1セット 1日目の朝ごはん（食べて来てもＯＫ）

ビニール袋（洗濯物用等） 3 1日目の昼ごはん（捨てられる容器で）

★スキーまたはスノーボードセット 1セット

リフト券ホルダー(ウエアに固定するもの) 1

■プロテクター類は適宜ご用意ください

ヘルメット 1

おしりパッド 1

ひざあて 1セット

大きな荷物（★はレンタルあり） バス内に持っていくもの(ナップザック等に入れる）

▽もちものには、すべて「なまえ」を書いてください。同じようなものがたくさんあり、

他の子の物と間違えることがあります。 
▽ 荷物の準備は子どもと一緒にしてください。（子ども自身が出し入れできるよう。） 

▽ 靴は、濡れにくいものにしてください。（駐車場から宿まで雪道の時があります） 

▽ スカーフは、名前を大きく書いて下さい。ほつれないように周りを縫いつけてあると良いです。 

 

現地の救急医療施設 
飯山赤十字病院：飯山市飯山 226-1  0269-62-4195 

 北信総合病院：中野市西 1-5-63   0269-22-2151 

 

緊急時の連絡先 
▽ 雪まつり中の緊急連絡は、現地「少年少女雪まつり本部」へ。 

（ビレッジヒル壽番館  tel 0269-65-3098） 

▽ 解散時間などの問い合わせは東京少年少女センターへ。（03-3379-7479） 

※バスの運行状況は、公式 twitter、Facebook にて情報提供いたしますのでなるべくこちらをご覧

ください。  
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写真掲載について 

説明会、交流会、当日の様子を写真撮影しています。今後ホームページやチラシ、パンフレットに利用

させていただく場合があります。どうしても不都合がある場合は事務局までご連絡ください。 

 

子どもたちの地域活動を応援しよう 
イベント企画をしている NPO 東京少年少女センターでは、異年齢集団の地域活動を広げたいと願いさまざまな

活動に取り組んでいます。その活動は、主に 18 歳以上の青年ボランティアに支えられています。厳しい社会情

勢の中で、彼らが安心して子どもたちのための活動を続けるには、多くの資金が必要です。 

皆様のご支援をお願いいたします。 

● 郵便振替 

00140-1-44067 特定非営利活動法人東京少年少女センター 

 ※通信欄に寄付金とご記入ください。 

●銀行振込 

銀行名：ゆうちょ銀行（金融機関コード：９９００） 店名：〇一九 店（ゼロイチキユウ店） 

預金種目：当座  口座番号：００４４０６７ 特定非営利活動法人東京少年少女センター 

※振込人名頭に「キフキン」 と付けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
戸狩のお土産おすすめ 
 

◆◆とがりんとう◆◆ 
 信州りんごがたっぷり入った 

"あまずっぱい"かりんとうです。 

     1 袋 100 円 

 



6 
 

遊びは冒険クラブ・NPO 法人東京少年少女センター 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-44-11 オフィスホワイトバーチ 1F 

TEL : 03-3379-7479 / FAX : 03-3379-7027 

info@children.ne.jp  http://www.children.ne.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 


