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チア・フィールドトリップ

　秋のチア・フィールドトリップを企画しました。 東京都奥多摩にある、 日本三大鍾乳洞の一つ、

日原鍾乳洞の散策です。 チャーチ＆ホームスクーラーの交わりも兼ねて、 ぜひご参加いただけ

たらと思います。

　鍾乳洞の後は、 キャンプ地での釣り堀 ・ ニジマスのつかみ取り、 魚のさばき方 ・ 炭火焼教室

＆ランチ、 交わりの時を持つ予定です。 季節としては、 一番紅葉のきれいなタイミングとのこ

とです。 どなたでも大歓迎です。 神さまの祝福をお祈りいただければ幸いです。

■大人…………鍾乳洞入場料 800 円／キャンプ場利用料 600 円＝ 1,400 円

■中学生………鍾乳洞入場料 600 円／キャンプ場利用料 600 円＝ 1,200 円

■小学生………鍾乳洞入場料 500 円／キャンプ場利用料 300 円＝    800 円

■小学生未満…鍾乳洞入場料   　無料／キャンプ場利用料 300 円＝　　300 円

【以下はオプション。 3 のお支払いは現地で OK です】

　1 　ニジマス炭火焼き…………… （ランチ用おかず／ 1 匹につき 450 円　※要事前申込）

　2 　魚のさばき方 ・ 炭火焼教室… （1 匹につき 450 円、 ※要事前申込）

　3 　ニジマス釣り………………… （釣り代 100 円＋ 1 匹につき 450 円）

参加費 （基本的に実費のみ）

10：10

10：20

11：15
～

12：15

13：00
～

16：00

16：30

集合：JR 奥多摩駅 ( マイカーの皆さんは日原駐車場に 11 時集合でも OK）

出発（チャーターバス or 自家用車）

日原鍾乳洞（日本三大鍾乳洞）
（1 周約 40 分。平日で、ゆっくり回れますので、年齢問わず大丈夫とのことです）

境渓谷キャンプ釣り堀場
☆ランチ（ニジマス焼きの注文 or ランチ持ち込み可）
☆釣り＆つかみ取り OK ！（年齢不問）
☆魚のさばき方教室（希望者　1 匹 450 円　包丁持参）

JR 奥多摩駅で解散

…

…
…
…
…

欧米アドベンチャー番組で
人気のクリスチャン冒険家
ベア ・ グリルさんは、 ニジ
マス・サケのつかみ取りに、
しばしば挑戦！　チアからも
チャレンジャー出るか ?!

…
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チア ・ にっぽん

Email: office@cheajapan.com　　

FAX: 03-6862-8648

 

チア・フィールドトリップ
参加申込書 ( 申込締切　11/10)

申込書の送付先

代表者　お名前　　Name （ふりがな） お電話 / 携帯　　TEL

ご住所 Address （〒　　　　　　　　　　　　　　　　　） Email ：

お名前 Name （ふりがな）

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age

【参加費】　●大人 1,400 円　●中学生　1,200 円　　●小学生　800 円　　●小学生未満　300 円

【オプション ： ランチ用おかずの焼き魚】　　　  ● 1 匹 450 円× （　　　　　　　匹）

【オプション ： 魚のさばき方 ・ 炭火焼教室】　  ● 1 匹 450 円× （　　　　　　　匹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計金額 （　　　　　　　　　　　　　　　） 円

＊郵便振替をご利用の皆様は、 通信欄に 「チア ・ フィールドトリップ参加費」 とご明記ください。

＊オプション料金の 3 は、 現地でお支払いください （1 と 2 は要事前申込）。

＊キャンセル料金は、 5 日前までは無料。 4 日前～ 3 日前は 20％、 2 日前～当日は 50％となります。

■振込先 Payment　

   ●郵便振替 (Post Office) ： チア ・ にっぽん　00190-3-35461

   ●銀行振込 (Bank) ： 三菱 UFJ 銀行　赤羽駅前支店　ホームスクーリング ・ ビジョン （株）　普通  1746716

                               　　Mitsubishi UFJ Bank/Akabane Ekimae branch/ Homeschooling Vision

　 ●クレジットカード credit card ： チア ・ にっぽん HP　SHOP  　→　https://www.cheajapan.com/shop  　　

お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな）

お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな）

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　　歳 age

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳 age

【バス利用希望人数】　●無料× （　　　　　　人）


