
★お得な 【早割】は 11/14(土)まで!! 

遊びの中に全てある。 
経験・体験で人間性の基礎作り。 

普段と違う環境に飛び込むから… 

感じる力は１００倍に!! 

だからお子様に必要なのです!! ※『ペンギンスキー』＆『シロクマスキー』に対して。お早目にお申し込みください。 

ホームページも見てね！ 

各キャンプの 

予告CMが見れるよ！ 

『リトルジャンボ』で検索 

冬スキー企画発進 !! 

(イベント企画) ㈱ブレイン＆アーティスト 

リトルジャンボスポーツクラブ 

このイベントには 
【L.S.F.A.】 

乳幼児･小児専門 
『応急手当･心肺蘇生法』 

の資格取得者及び 
L.S.F.A.インストラ 
クターが帯同します。 

http://littlejumbo.jp/ 

（旅行企画・実施） 
 

 
観光庁長官登録旅行業第１０号 
(一社)日本旅行業協会正会員 

お泊りで 

大成長!! 

ペンギン 

プレゼント 

ニット帽 

シロクマ 

プレゼント 

ネック 

ウォーマー 



出来るようにさせるのではなく･･･ 
「頑張ってみようかな」と思える 

気持を育てたい!! 

保護者の皆様へ 

定員になり次第キャンセル待ちとなります。お申し込みはお電話で!! 

※どなたでもご参加頂けます。『なかよしグループ』でお申し込み下さい!! 

 日に日に秋も深まってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

毎年恒例の『リトルジャンボスキーキャンプ』を今年も実施致します。 

 

 さて、近年では生活環境の変化から外遊びやスポーツをする場が明らかに少なくなり、子

どもの遊びも変化し、基礎体力の低下や骨格と筋力のバランスの悪さなどが問題となってい

ます。このような現状を背景として、人間の成長にとって絶対的に必要不可欠とされる運動

経験や自然体験をあえて経験することが重要になってきています。 

なかなかご家族の旅行などでは味わえない【集団生活】や【協力】【規律】そして【自己表現】と

いった経験を、一生を左右するこの重要な時期にリトルジャンボのイベントを通して是非体験

させてみてはいかがでしょうか。 

 

 当クラブのイベントはそのような重要かつ大切な経験の場としての責任を持ち、普段のお

子様との関わりからより個人を知り、大きく成長する手助けをしていきます。心配は絶えない

と思いますが、全てお任せ下さい。 

 そしてよりお子様に満足して頂き、安心してご参加頂けるよう、最大限の努力をして参りま

す。どうぞみなさまでお誘いあわせの元ご参加下さい。 

指導員一同心よりお待ち申し上げます。 

大脳の発達には、全身で物事

を感じ取ることが必要です。

その全てが脳への刺激となり

成長につながります。 

◆大脳の『神経系』の発達は･･･ 

 一生分の神経系の成長は20歳を100%とした場合…6歳までに急
成長(約80%)します。そして12歳までに一生分のほとんどが完成し
ます(約90%以上)。 だから今の年齢が最も重要とされるのです。 

大人になってからでは遅いんです。今しかないんです!! 

7歳～12歳 
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3歳～6歳 0歳～ 

神
経
系
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1日目 2日目 3日目 

集合・出発 

バス移動 

昼食・到着 
(状況により車内) 
ブーツ合わせ 

夕食 

お楽しみ会 

入浴・消灯 

起床・朝食 

スキー体験 

雪遊び 

昼食 

スキー体験 

雪遊び 

入浴・夕食 

クリスマス会 

消灯 

プレゼント 

起床・朝食 

荷物整理 

昼食・出発 

バス移動 

到着・解散 

1日目 2日目 3日目 4日目 

集合・出発 

バス移動 

昼食・到着 
(状況により車内) 
荷物整理 

ﾌﾞｰﾂ合わせ 

夕食 

お楽しみ会 

入浴・消灯 

起床・朝食 

スキー講習    

雪遊び 

昼食 

スキー講習 

雪遊び 

夕食 

ﾅｲﾄｲﾍﾞﾝﾄ 

入浴・消灯 

起床・朝食 

スキー講習    

雪遊び 

昼食 

スキー検定 

雪遊び 

夕食 

認定式 

入浴・消灯 

起床・朝食 

荷物整理 

出発   

昼食(車内) 

バス移動 

到着・解散 

 

すべれた！！ 

楽しい～！！ 

できた！！ 

やったー！！ 

がんばれー！ 
サンタさんを 

助けるぞ！！ 

リフト最高～！ 

レッスン楽しい！ 

さあ みんな！ 

行くよー！！ 

＊各スケジュールは予定です。天候や、時間の都合により変更する場合があります。 

すごい！みんな 

上手になったね！！ 



平成27年12月22日～12月24日 2泊3日 

群馬県利根郡片品村土出『尾瀬岩鞍リゾートホテル』ホワイトワールド 

幼児・小学生低学年 

170名（最少催行人数40名） 

会員早割43,000円(税別)・会員通常44,000円(税別)（OB+¥1,000・一般+¥2,000）(税別) 

ｳｪｱｰ(上下)･ｽｷｰｾｯﾄ(板･ﾌﾞｰﾂ) 各4,000円(税別)(希望者) 

なし 

上野・横浜・本厚木・平塚(集合場所の集合人数が少数の場合は集合場所が変更することがあります) 

貸切観光バス 

指導員 約35～40名 

朝食2回 昼食2回 夕食2回 (お弁当を含む)(初日の昼食は自弁です) 
※宿泊施設は｢ﾎﾃﾙ｣です。ｽｷｰ場はﾎﾃﾙ直結です。 

■期日 

■旅行地 

■対象学年 

■募集定員 

■旅行代金 

■ﾚﾝﾀﾙ料金 

■ﾘﾌﾄ料金 

■集合場所 

■移動手段 

■引率人数 

■食事回数 
※補足 

■初めてお泊りをするお子様が8割を占める

このキャンプは、着替え・食事・寝る等生活

の全てがチャレンジです。 

■大好きな先生やコーチが食事も遊びもお

風呂も寝る部屋も全部一緒に行動します!! 

お任せ下さい。 

    心配事は全て相談して下さい。 

■リトルジャンボのオリジナルのクリスマス

ストーリー!! 

■行きのバスの出発から物語が始まります!! 

その物語は『サンタさんの赤い服が…』そん

な物語の中で夢中に過ごします。最後には

ひょっとしたらサンタクロースから…!!。 
 

♪夢中になってワクワクしておやすみ♪ 

【ペンギンスキー】では

『Xmasプレゼント』を特別に

用意します!!お楽しみに!! 

■【雪】は知っていてもそれは絵本やテレビで

の事。そんなお子様が本物の雪を目の前に

見せてくれる表情や言動は驚きの連続です。 

■「雪って楽しい!!」これがﾎﾟｲﾝﾄ!! 

とにかくたくさん遊ばせます。 

■もちろん『スキー体験』もあります。自分で

バランスをとって滑れるかな～? 

【基本からしっかり練習！】 

■積雪不足時のツアーの実施について 

スキー場が一部でも営業できる状態であれば有効なサービスが提供できるものとし、取消の場合は取消料の対象とさせて頂くとともに、ご旅行後の一部払い戻しは致しません。 

夢中になって過ごすから、心配になんてならない!! 先生たちはいっつも一緒にいるよ～!! 



■頑張って練習すれば必ず上達するんだ

よ。転ぶことは上達への近道です。 

 そして最後の夜はドキドキの『認定式』全員

認定書と認定カードがもらえるよ!!  

今回は何級かな?? 

10級 

9級 

8級 

7級 

6級 

5級 

4級 

3級 

2級 

1級 

用具装着・直滑降 

直滑降から八の字で止まる 

左右２ターン 

プルークボーゲン(初歩) 4ﾀｰﾝ 

プルークボーゲン(完成) 荷重動作 

シュテムターン(初歩)  中級斜面 

シュテムターン(完成) 上級斜面 

パラレルターン(初歩)大回り 

パラレルターン(完成)大回り 

総合滑走(大回り・小回り) 

■指導力と楽しさ抜群のリトルジャンボの指

導員が丁寧にレッスンします。 

■技術別に講習するので、無理なく楽しみな

がらスキーが出来ます。 

もちろん初参加や幼児も安心です!! 

【もちろん経験者もOK】 

■スキーといえば『ナイトイベント☆』夜のお

楽しみで、ナイタースキーや雪上ゲーム大

会で大盛り上がり!! お菓子のつかみ取り!! 

終わった後はお楽しみ!! 

の～んびり大浴場に･･･☆彡 

平成27年12月26日～12月29日 3泊4日 

長野県下高井郡山ノ内町平穏 一の瀬『ホテルアララギ』一の瀬 各ゲレンデ 

幼児・小学生・中学生以上 

190名（最少催行人数40名） 

会員早割53,000円(税別)・会員通常54,000円(税別)（OB+¥1,000・一般+¥2,000）(税別) 

ｳｪｱｰ(上下)･ｽｷｰｾｯﾄ(板･ﾌﾞｰﾂ) 各6,000円(税別)(希望者) 

あり(申込用紙ページ参照)(幼児･9級以下はなし) 

上野・横浜・本厚木・平塚 (集合場所の集合人数が少数の場合は集合場所が変更することがあります) 

貸切観光バス 

指導員 約40名 

朝食3回 昼食3回 夕食3回 (お弁当を含む)(初日の昼食は自弁です) 
※宿泊施設は｢ﾎﾃﾙ｣です。小学生以上には『認定級(認定証)』を発行します。 

■期日 

■旅行地 

■対象学年 

■募集定員 

■旅行代金 

■ﾚﾝﾀﾙ料金 

■ﾘﾌﾄ料金 

■集合場所 

■移動手段 

■引率人数 

■食事回数 
※補足 

■積雪不足時のツアーの実施について 

スキー場が一部でも営業できる状態であれば有効なサービスが提供できるものとし、取消の場合は取消料の対象とさせて頂くとともに、ご旅行後の一部払い戻しは致しません。 

初めてでも大丈夫!! 技術別にレッスンするので安心。お友達と一緒にあこがれのリフトを目指そう!! 

中学生以上は 

スノーボード 

コースも 

あるよ！！ 



お申し込み手順 

お得な特典・各種割引!! 
ｷｬﾝｾﾙ及びご返金について 

心配ごと Q&A 

●お客様の都合により予約をキャンセルされる場合

は、当クラブにお電話かFAXでご連絡下さい。 

※当社終業の18:00以降の連絡は翌日扱いとなりま

す。 

※最初の電話申し込みで予約となります。申込用紙

を郵送していなくても、取消料は発生しますので、

キャンセルの際は必ずご連絡下さい。 

●取消料の詳しい料率は別紙にて記載しています。 

※キャンセル料金の発生期日はイベントの実施日に

よってことなります。 

※キャンセル料には、イベント料金・イベント準備

費・バス代・宿泊代などが含まれます。 

△オプション(レンタル代)のキャンセルは出発日の 

2日前より全額負担となります。 

●指導員が全てやり方を教え、手伝い、やらせてみて、出来た結果を思い切り褒めま

す。嬉しければ次は自分でチャレンジするのです。幼児や小学生で出来ない事がある

のは当たり前。『出来なくてもいい。でも頑張ろう。』という考えで見守ります!! 

●とくに幼児の参加者はお泊りが初めてのお友達ばかりです。だからこそ大好きな先

生と一緒に、最高に楽しみながら過ごす必要があります。これまでの参加者からは

「初めてのお泊りがリトルジャンボのキャンプで良かった」と聞くことが多いです!! 

一人でお泊りしたこ

とがない･･･。 

身の回りのことが

できない･･･。 

●お子様の「行きたい!!」の為に、症状や対処法を教えて下さい。【食べ物のアレル

ギー】【皮膚のアレルギー】【喘息】【常備薬】･･･など、毎回最大限に対応させて頂

いております。行きたい気持をあきらめさせたくありません。まず相談して下さい!! 

アレルギーや薬が

あるので心配･･･。 

リトルジャンボのイベントは『企画内容』はもちろん『指導員の個性とパワー』が

売りです!!だからみんなが「また行きたい!」と言ってくれるのです。 

心配事はあると思いますが･･･「お任せ下さい!」経験・体験のチャンスを逃さないで下さい。 

参加するイベントは決まりましたか? 

リトルジャンボのプロ指導員にお任せ下さい!! 

まず当クラブまでご連絡下さい。 

(参加イベント・氏名・学年などを

伝えて下さい)  

定員になり次第締切となります。 

お電話下さい。 

参加申込用紙（両面）と同意書を

全ての項目を記入して下さい。 

返信用封筒にて1週間以内で郵

送を完了して下さい。 

ご記入後1週間以内に

ご郵送下さい。 

担当よりイベント参加費の『お

振込み案内書』『旅行条件書』

をお渡し致します。参加ｲﾍﾞﾝ

ﾄ・金額等をご確認下さい。 

旅行代金の振込案内

をお渡し致します。 

『お振込み案内書』を受け取っ

てから、1週間以内で京王観光

への納入を完了して下さい。 

旅行代金の納入。 

出発3週前頃に配布。持ち物

を確認し不明点は担当まで。 

参加者しおりと参加  

ﾌﾟﾚｾﾞﾝトを配布。 

しおり指定の集合場所・時間・

服装でお集まり下さい。 

※参加費の入金確認がない場

合は乗車できません。 

当日の集合。 

電話申込の確認後、『返信用封

筒』を担当よりお渡し致します。

（参加申込用紙&健康調査票･

同意書はﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ最終ページ） 

返信用封筒をお渡し致

します。 

●ご返金につきましては、振込手数料を差し引いて

のご返金となります。(旅行終了後) 

●個人情報保護として、ご郵送頂いた申込用紙の情報は、イベント運営・管理・連絡・お知らせ以外には使用致しません。 

●現地には当社専属カメラマンが同行し撮影後、『リトルジャンボ写真館』にてweb販売致します。 

●現地で撮影したお子様の様子の写真を、当社のパンフレット･お知らせ等に使用させて頂く場合があります。 

➊特典 ★参加者全員に各イベント特製『LittleJumboオリジナルグッズ』をプレゼント!! 

➋ 

期間限定 

■「早割り（早期申込割引）」…《1,000円引き》 
 ※平成27年11月14日(土)当社終業までに『早期申し込み』された方に適用!! 

➌ 

その他 

割引!! 

➊「兄弟(家族)割引」…《両者1,000円引き》 
 ※このパンフレットのイベントに、兄弟・姉妹・(家族)で参加する場合に適用。 

➋「紹介割引」…《両者1,000円引き》 
 ※一般(会員・OB以外)の参加者をご紹介頂いた場合に、紹介した側とされた側の両者に適用。 

 (同時申込に限りますので【申込用紙】に必ず記載して下さい) 

 （複数の紹介にも同ルールで適用） 
 

➌「また行く割引」…《1,000円引き～》 
 2回目1,000円引き・3回目2,000円引き・4回目3,000引き… 
 ※今年度の宿泊イベントの参加が2回目以降の参加になると、2回目のイベントから適用。 

 （年度内の割引の為 前年度からの回数計算は出来ません） 

➍特典 ★「先行予約特別プレゼント」…H27年度夏期ｷｬﾝﾌﾟに参加し、H27/9/19(土)までに電話予約をいただいた方に限る。 

 

＊表紙の参加者プレゼントは予定です。 

予告なく変更する場合があります。 

2枚! 


