子ども乗馬合宿 in Summer 2018
ご好評をいただいております少年少女のための「ライディングスクール」。
2018 年夏の実施概要が決まりましたので、ご案内いたします。
どうぞ皆様奮ってご参加ください。

■参加対象
小学 1 年生～高校生の方

■開催日程（ 2 泊 3 日）
第一期） 7 月 29 日 (日）～ 7 月 31 日 （火）
第二期） 8 月 2 日 （木）～ 8 月 4 日 （土）
第三期） 8 月 23 日 (木)～ 8 月 25 日 (土)
定員 5 名（最小催行人数１名）
※定員に達し次第、締切らせていただきます。

■参加費用（お１人あたりの税込額）
Ⅰ．1 人で参加 …61,500 円
Ⅱ．ご家族、お友達など 2 人以上で参加 …60,000 円

■参加申込み方法
メール、郵送、FAX いずれかの方法で別添の申込書をお送りください。
また、不明な点などはお気軽にお問い合わせください。
〒324-0401 栃木県大田原市狭原 1291-7 アイランドホースリゾート那須
TEL 0287-54-1136 FAX 0287-54-2365
E-mail horse@island-resortnasu.com

申し込み締切日

7 月 20 日（金）
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■スケジュール【2 泊 3 日】
アイランドホースリゾート ライディングスクール日程表
時間

1 日目

7:00
8:00
9:30
9:40

那須塩原駅集合

10:30

レクレーション
自己紹介や馬紹介

11:30
12:00
13:30

15:30

18:00
19:00
21:00

馬のお部屋掃除

馬のお部屋掃除

朝食

朝食

コマメ＆プリッツと運動しょう２
レッスン(2)
外乗(2)

プロムナードコース 1.5km

マウンテンコース 2.5km

昼食

昼食

外乗 (3)
フォレストコース 3.5km
スパニッシュ後片付け・おにぎり作り
昼食
作ったおにぎりを食べよう

12：20 コマメ発表会！
13：20 那須野ヶ原ファーム出発

コマメ、プリッツと運動しょう！
水遊園に行こう！

ちょっと休憩タイム♪

大田原プールに行こう！！

外乗馬とレッスン（１）

農業体験

お手入れ
17:00

3 日目

外乗（1）

コマメ、プリッツのお手入れ
15:00

2 日目

蹄鉄工作
夕食 BBQ

ブルーベリー摘もう♪
馬のお手入れ

夕食

池田ガイドの星空ツアー

スパニッシュで花火も♪

スパニッシュ就寝

スパニッシュ就寝

■持参していただく物 （チェックリストとしてお使いください）
□フェイスタオル □バスタオル □歯磨きセット □下着(泊数分)
□ズボン（ジーンズなど） □手袋(軍手) □帽子 □靴下□ゴム長靴
□メガネまたはコンタクトセット □すいとう □水着 □手袋(軍手)
□健康保険証の写し（万一の病気、怪我の場合） □カッパ
□ウィンドブレーカー □虫除け □ ビニール袋
＊靴はスニーカー程度の動きやすいもので十分です。
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子ども乗馬合宿のきまり
スクールを円滑に進めるため、下記の通り、きまりを設けています。
1.乗馬スクールの目的
自然の中で豊かな心をはぐくみ、健全な身体を培いながら馬への理解を深め、
全国から集まる仲間たちと、楽しい尐年尐女期の思い出をつくることです。
2.参加資格と参加期間
スクールに参加できるのは、小学１年生から高校生までの、心身ともに健全で、
協調性があり、ファームのスタッフの指導に対応できるお子さまです。
参加期間は原則２泊３日となります。
初めて馬に乗るというお子様もご心配要りません。
3.身長体重制限
安全上 120cm 以上 80kg 未満とさせて頂きます。
4.参加申込み方法
この「子ども乗馬合宿のきまり」をご了承頂き、参加申込書の提出、
参加費用のお振込を締切日までに完了してください。
5.参加キャンセル等
病気や突発的な出来事などでご参加出来なくなった際には、
納入された参加費を全額お返し致します。ただし、病気や事故その他の理由で合宿途
中 に帰宅される際にはときは、参加費の払戻しは致しかねます。
6.重要事項の申告
持病、薬物の服用、禁忌事項、各種のアレルギー、特別な習性、食べられない物、
極度の車酔いなど、重要事項のご申告は参加申込書にてお知らせください。また、生活
習慣上の留意事項、お子様の性格なども、お気兼ねなくお知らせください。
7.期間中に乗馬ができない状態
悪天候や当人の発病や傷害、やむを得ない自然現象や突発的な事象により、
合宿中に乗馬ができない場合があることをご了承願います。
またその際には、参加費の払戻しは致しません。但し、利用頂けなかった分に関して
は、次回以降にご利用可能な外乗チケットに振替えさせて頂きます。
8.万一の事故や発病のとき
乗馬中の事故については、施設が損保会社に加入している保険の範囲内で補償いたし
ます。また、送迎中の交通事故については、その車にかけられている保険の範囲内で補
償 いたします。
それ以外の保険補償は致しかねますので、あらかじめご了承願います。
また上記以外の、施設内外での事故には責任を負いません。病気や怪我については、
保護者の健康保険を利用し、一部負担金は当リゾートでお立替え致します。
9.保護者の訪問
保護者の合宿期間中のご訪問は、どうしても緊急な場合を除きましては、
お控えください。
10.期間途中のリタイア
急病や事故などで帰宅が望ましい場合、極度のホームシックで滞在が無理と判断した場
合、他のお子さまに重大な迷惑や悪影響を及ぼす場合、合宿途中であっても保護者の
方々にお迎えに来て頂きます。その際には参加費の返還は致しません。
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11..お子さまのケア
宿泊所では午後 9 時まで当ファームスタッフが付添います。それ以降は、病気など特別
の場合以外、付添いは致しません。但し、安全には万全を期しております。
12.お忘れ物について
ファームでのお忘れ物は、着払い宅急便にて返戻致しますが、食品に関しては当施設に
て処分致します。
13.送迎について
送迎は下記の場所と時間のみとさせて頂きます。
直接リゾートにて集合・解散されても結構です。
送迎をご利用のお客様は、送迎の時刻に最も近い到着電車のご利用をお願い致します。

≪迎え≫9：40 那須塩原駅 西口エスカレーター下 集合
JR 新幹線（下り）「なすの 253 号（郡山行）」
東京駅発 8:28 → 那須塩原駅着 9:35
JR 新幹線（上り）「やまびこ 208 号（東京行）」
仙台駅発 7:34 → 那須塩原駅 8:46
≪送り≫13：20 那須野ヶ原ファーム発→13：50 那須塩原駅着
JR 新幹線（上り）なすの 276 号(東京行)」
那須塩原駅発 14:02 → 東京駅着 15:16
JR 新幹線（下り）「なすの 259 号（郡山行）」
那須塩原駅発 14:22 → 郡山駅着 14:48
※事前に新幹線の発着時刻をご連絡ください。
※極力、上記時刻の列車をご利用頂けるようにお願い申し上げます。
那須塩原駅 西口 ロータリー（自家用車での送迎）

≪お送り≫ 9：40 までにお願い致します。
≪お迎え≫ 13:50 までにお送りします。
その他の交通手段

事前にご相談ください。
◆催行人数に達しなかった場合は開催不可となる可能性もございます。
◆送迎不要の場合、ファームの集合時間は 10 時、解散時間は 13 時です。
遅くなる際にはご連絡下さい。
◆台風・積雪などの天候事情で送迎が出来ない際には、送迎日、送迎時刻の変更をすることがござい
ます。その際は必ずご連絡致します。
◆送迎途上でやむを得ない事態が発生した際には、送迎時刻が遅れることがあります。
その際にも必ずご連絡致します。
◆送迎の有無による参加費の増減はありません。
以上
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