
外国人講師で完全英語環境を提供します。

キャンプ中は
すべて英語で過ごそう。01

POINT

SWIMMING / COOKING / NATURE ACTIVITIES / ENGLISH WRITING / 
ART / DANCE / MUSIC / CAMP FIRE / GAMES

英語を学んでいないお子様（日本語サポ
ート付き）からバイリンガル、ネイティブの
お子様までレベルと年齢を考慮したグル
ープ編成で最大４日間を外国人講師と一
緒に英語で遊び学び体験します。

参加アクティビティは
目的に合わせて選択可能です。

幼児（年長以上）～中学生が対象。
02
POINT

参加対象は幅広いですが、体感させたい
目的はさまざま。小さなお子様から中学
生まで満足のいくプログラムをグループ
に分かれて提供します。

気分は海外旅行!
03
POINT

八景島シーパラダイスにも歩いて行ける
自然に囲まれた環境で、海や自然の生き
物について英語で学び遊びます。自由研
究にも最適です。

都心近郊より1時間のロケーションで、
バイリンガル国際環境を体感できます。

イングリッシュサマーキャンプ2019

English

Sum
merCamp

July23rd -26th



野島公園 青少年研修センター
〒236－0025　横浜市金沢区野島町24-2野島公園内
・シーサイドライン「野島公園」駅下車徒歩約8分
・京浜急行「金沢八景」駅下車徒歩約20分

一般参加費
含まれるもの︓●基本プログラムへの参加　●食事（１日目 夕食／２日目朝・昼・夕食／
　　　　　　 ３日目朝・昼・夕食／４日目朝・昼食　飲み物スナックなど）

※交通費（実費）・国内旅行傷害保険（1,000円）・シーパラダイス入場料・シーパラダイスでのお小遣い（1,000円）が別途かかります。

70,000円　3泊4日

07 :00
08 :00
09 :00
10 :00
11 :00
12 :00
13 :00
14 :00
15 :00
16 :00
17 :00
18 :00
19 :00
20 :00
21 :00
22 :00
23 :00

1日目

SODA集合　出発
ビーチ着　ビーチアクティビティ

昼食（弁当持参）

移動
宿泊先着入所式［自由時間・入浴①］
クッキング（グループ）

夕食
ナイトアクティビティー［全体］
グループワーク（幼児就寝）
就寝・スタッフミーティング（講師）

就寝

2日目
起床・片づけ・準備
朝食

レポートタイム［グループ別］
各アクティビティへ参加
①BEACH FUN（PLAY CRAFT GAME WORK ）

②NATURE HUNT （PLAY CRAFT GAME WORK ）

ネイチャークラフト
自由時間　入浴
レポートタイム［グループ別］
入浴
夕食
キャンプファイヤー［全体］
グループワーク（幼児就寝）
就寝・スタッフミーティング（講師）

就寝

3日目
起床・片づけ・準備
朝食・サークルタイム

レポートタイム［グループ別］
八景島シーパラダイス移動
水族館見学
ランチ
フリータイム（グループ別）

夕食

野島着　入浴
就寝・スタッフミーティング（講師）

就寝

Location

Price

Program

所定申込み用紙に記入してメールもしくはFAXにてお申し込みください 。
FAX : 045-489-4349　メール : info@so-da.biz

※料金はすべて税別

含まれるもの︓●基本プログラムへの参加　●食事（１日目 夕食／２日目朝・昼・夕食／
　　　　　　 ３日目朝・昼食／飲み物スナックなど）

60,000円　２泊３日

４日目
起床・片づけ・準備
朝食・サークルタイム
レポートタイム［グループ別］
準備
準備出発［退出式）
BBQ

SODA着

会員参加費
含まれるもの︓●基本プログラムへの参加　●食事（１日目 夕食／２日目朝・昼・夕食／
　　　　　　 ３日目朝・昼・夕食／４日目朝・昼食　飲み物スナックなど）

50,000円　3泊4日

含まれるもの︓●基本プログラムへの参加　●食事（１日目 夕食／２日目朝・昼・夕食／
　　　　　　 ３日目朝・昼食／飲み物スナックなど）

40,000円　２泊３日

含まれるもの︓●基本プログラムへの参加　●食事（１日目 夕食／２日目朝・昼食／
　　　　　　 飲み物スナックなど）

30,000円　1泊2日

サマーキャンプ期間︓7/23（火）～7/26（金）

7/23～7/26

7/23～7/25（午前）

7/23～7/24（午前）

English Summer Camp 2019

7/23～7/26

7/23～7/25（午前）



参加申込書

FAX:045-489-4349
e-mai l:info@so-da.biz

SODA ENGLISH SUMMER CAMP 2019 への参加をお申し込みされる方は、下記にご記入、ご捺
印の上、メールまたはファックスにて弊社までお送りください。なお、記入漏れなどがございますと、
お申込みは完了となりません。ご確認の上お送りいただきますよう、予めご了承下さい。また、ご捺印
いただいた申込書の原紙は、キャンプ前日までに弊社宛にお送りいただくか、直接ご提出願います。何
かご不明な点がございましたら、TEL.045-489-4339またはe-mail:info@so-da.bizまでお問い合
わせください。

参加者名 （姓） （名）
ふりがな
ローマ字

oraT adoS】字マーロ【  うろた だうそ】ながらひ【  郎太 田相】字漢【　）例入記

（年齢） 歳
（学年）

保護者名 ［参加者との関係］ ［参加者との関係］／
住　　所 〒    -    
電話番号（自宅）　　－　　－ 緊急

連絡先

① ②

①
②

■お客様へのご案内■ 
ご記入いただきましたお客様情報は、未成年の方のご旅行参加にあたり、親権代表者の同意を確認させていただくために
のみ使用し、それ以外の目的では使用いたしません。

お申込み

●英語の修得方法
□英会話スクール（ネイティブ指導）　□英会話スクール（日本人指導）　□インターナショナルスクール　   □英語保育
□英語学童　　□プライベートレッスン　　□自宅教材　　　　□その他（　　　　　　  　）

●英語スキル
□ 初めて～1年未満 　　□ 1年～2年　　 □ 2～3年　　□ 3年以上

●1回に対する英語時間
□ 1時間未満　　□ 1～2時間　　□ 2～3時間　　□ 3～4時間 　　□ 4時間以上

●ご参加いただくにあたってのアンケート ※該当する□にチェックを入れて下さい。

●アレルギーについて ※アレルギーの食材はすべてご記入ください。

●食べられない食べ物・料理 ※極力避けるようにはしますが、必ず回避するとは限りません。

English Summer Camp 2019



保護者代表者氏名︓　　　　　　　　　　　　印　　続柄︓
住所︓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   電話番号︓　　　   －           －

SODA株式会社　御中

同 意 書

以下の内容をご確認のうえ、ご署名ください。

１．SODA株式会社（以下、当所）主催のプログラムに参加し、その活動はすべて自分の意思で参加するもので
　 あり、プログラムと活動については十分理解したことを証明します。 
 
２．当所主催のプログラムは保険加入しており、その範囲内で保証されます。それ以上については、参加者個
　 人、および、その保護者が負担します。（保険料として別途1000円/参加者を別途ご請求いたします）
 
３．健康管理の重要性を十分理解し、事前の健康管理には十分気をつけて準備します。
 
４．当所主催のプログラムは野外で行うものが多く、それらには危険がつきものであることを認めます。当
　 所は、参加者への危険を最小限にするための安全対策を行っていますが、参加者にとって、設備、備品、活 
　 動において危険や事故がないということを保証するものではないということを認めます。また、第三者に
　 与えた損害に対しては、責任をもって保証いたします。第三者から与えられた物品の損害に対しては、当
　 所に対して補償が求められないことを理解しています。 
 
５．安全面などにより、プログラムの内容が予告なく変更されることがあることを心得ています。 また、災害や 
　 悪天候によりプログラムが中止になった場合は、当所の決定事項に従います。
 
６．参加については、当所関係者の意見、意志を尊重し、指導者の指示に従います。また、安全のために、決まり
　 ごと、規則などに従って行動することの重要性について理解をしています。 
 
７．緊急時には、医療機関において薬品の投与、その他治療を行う事に同意します。 
 
８．参加者に嘔吐・下痢・発熱などの体調不良があった場合には、集団感染の危険性を理解し、事業の途中であ
　 っても帰宅が必要になることを心得ています。なお、その場合には参加費の返却を求められないことを理
　 解しています。 
 
９．参加費は、原則として開催前に現金振込にてお支払いします。また、申込後のキャンセルが発生した場合
　 は、以下のキャンセル規定に基づいて、お支払いします。

　7月20日迄︓参加費の半額　7月21日以降︓参加費の全額

English Summer Camp 2019


