
旅行代金 訪問先

参加対象

実施日 2018 年 ●応募締切：7月15日（日）17：00まで
●最小催行人数：10 名　定員 20 名　
　※定員になり次第、募集を締め切ります。　

7月30日■～8月4日■

留萌市•小平町•増毛町
宿泊先

留萌市内
○留萌市幌糠農業・農村支援センター
○キャンプ（ヒゲじーの家地先）

小学生•中学生

月 土

○集合•解散 ※添乗員は同行しませんが、係員が全行程に同行します。

札幌からご参加の方：集合/7 月 30日（月）14：30 解散/8 月 4 日（土）14：30 場所 /JR 札幌駅北口 鐘の広場

旭川からご参加の方：集合/7 月 30日（月）14：30 解散/8 月 4 日（土）14：30 場所 / 旭川駅北口 西側の入口

留萌からご参加の方：集合/7 月 30日（月）16：00 解散/8 月 4 日（土）12：30 場所 / るしんふれ愛パーク（船場公園）

< 旅行代金に含まれるもの >

○交通費 ※JR 料金及びプログラムにおける移動交通費。

　※集合•解散場所までの移動交通費はお客様負担となります。

○宿泊費：5 泊分

○食事：朝 5・昼 5・夜 5　

○体験プログラム費用（農家収穫体験等）

○保険：旅行傷害保険

※参加には保護者様の同意が必要です。

お問い合せ

お申し込み
方法は

コチラ▶

NPO法人留萌観光協会
主催：NPO 法人留萌観光協会 農泊推進事業部 〒077-0048 北海道留萌市大町 2-3-1

※荒天の場合は行程の変更や中止が生じる場合があります。

　　

本チラシ裏面の

申込用紙に必要

事項をご記入

FAX で送信または
カメラ機能付きスマート
フォンなどで写真を撮り
画像をメール添付し送信

旅行代金
お振込み

お子様の健康調査票とプロ
グラム参加要項を郵送。
ご記入の上、返信用封筒に
入れ投函ください。

完了

各集合場所より出発→ 留萌市幌糠農業•農村支援センター到着（夕方）
→夕食（18：30）→オリエンテーション（20：00）→就寝（22：00）

起床•朝食•出発準備（6：30）→農家のお手伝い / 留萌市（9：30）→昼食（12：00）
→川遊び（13：00）→夕食（18：30）→就寝（22：00）

1日目 7/30（月） 食事 朝ー 昼ー 夕○

 る
もい

夏休み子ども自然体験！
 る
もい

夏休み子ども自然体験！

わらしべキャンプわらしべキャンプ
農家さん漁師さんお手伝い体験農家さん漁師さんお手伝い体験

5泊 6日間5泊 6日間
農山漁村体験

海水浴 マリンスポーツ

バーベ
キュー

農家さんや漁師さんのお手伝いして食材ゲット！ ゲットした食材を物々交換！
自然を楽しむアクティビティがいっぱい！

農家さんや漁師さんのお手伝いして食材ゲット！ ゲットした食材を物々交換！
自然を楽しむアクティビティがいっぱい！

はは キキ ズズッッっっ ややちち

☎0164-43-6817 FAX：0164-43-4993
▶ ▶ ▶ ▶

2日目 7/31（火）

わ
ら
し
べ
キ
ャ
ン
プ•

プ
ロ
グ
ラ
ム
日
程

宿泊地：留萌市幌糠農業•農村センター

食事 朝○ 昼○ 夕○

宿泊地：留萌市幌糠農業•農村センター

起床•朝食•出発準備（6：30）→野山散策 / 留萌市（9：00）→昼食•流しソーメン
（12：00）→サクランボ果樹園のお手伝い/ 増毛町（14：00）→夕食 （18：00）
→肝試し（20：00）→就寝（21：00）

3日目 8 /1（水） 食事 朝○ 昼○ 夕○

宿泊地：留萌市幌糠農業•農村センター

起床•朝食•出発準備（6：30）→マリンスポーツ体験 / 小平町（9：30）
→入浴•昼食（12：00）→パークゴルフ / 留萌市（14：00）→夕食•るもい浜焼き
 （17：30）→ドラム缶風呂体験（19：30）→就寝（22：00）

4日目 8 /2（木） 食事 朝○ 昼○ 夕○

宿泊地：ひげじーの家

起床•朝食•出発準備（6：30）→漁業お手伝い•ゆでタコ体験 / 留萌市（9：30）
→昼食•海の家（12：00）→磯遊び or 海水浴 / 留萌市（13：00）
→夕食•るもい浜焼き（18：00）→就寝（21：00）

起床•朝食•後片付け（6：30）→お弁当作り（11：00）→留萌駅（12：00）
※留萌から参加の方見送り後、船場公園解散→旭川•札幌から参加の方解散場所へ移動→解散

5日目 8 /3（金）

6日目 8 /4（土）

食事 朝○ 昼○ 夕○

宿泊地：ひげじーの家

食事 朝○ 昼○ 夕ー

札幌から 47,000円
旭川から 44,000円
留萌から 42,500円



旅行代金：札幌から47,000円、旭川から44,000円、留萌から42,500円（プログラム料、保険料を含む。）
旅行代金は、事前に下記口座へお振込みください。払込人の欄には参加者本人のお名前を記入ください。

振 込 先：留萌信用金庫　中央支店　普通1028111
口座名義：沿岸バス㈱留萌営業所　★7月15日（日）17：00までにご入金ください。
※お振込手数料はお客様負担となりますのでご了承ください。

【旅行の取り止め】当社は次に揚げる場合において、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。
（1）最小募集人員に満たない時は、旅行実施を取り止める事があります。この場合旅行開始の 14日前（日帰りコースは 4日前）までご連絡をし、当社でお預かり
　　している旅行代金は全額お返しし、この旅行契約を解除します。
（2）天災事変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止等その他の当社が関与できない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ
　　円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時。
【旅行主催】沿岸バス株式会社　北海道苫前郡羽幌町南 3条 2丁目 2番地の 2

この旅行は沿岸バス株式会社（以下「当社」という）が主催する旅行であり、参加するお客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。
また、契約の内容・条件は募集広告（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等）の各コースごとに記載されている条件の他、下記条件および当社の主催旅行約款によります。
当社が予約の承諾を通知した後、予約の 4日以内に旅行費用の全額を窓口支払い又はお振込していただきます。
旅行契約は当社が締結を承諾した時点で成立するものとします。
旅行開始日の 15日前までにお支払いください。
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、旅行取扱料金及び消費税等諸税。添乗員が同行するコースでは、この他に添乗経費。
上記諸費用はお客様の都合により一部終了されなくても払い戻しはいたしません。
お客様はいつでも次に定める取消料（おひとり様につき）をお支払いいただき、旅行契約解除することができます。
この場合、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き払い戻し致します。

●旅行条件について 2018年（平成30年）6月1日

旅行開始前日より起算して
14日前～ 8日前

20％取消料率

取 消 料 前 日 当 日

30％ 40％ 50％ 100％
7日前～ 2日前

旅行開始後および
無連絡不参加

所在地：北海道留萌市明元町 4-23
☎ 0164 - 42-1701

NPO 法人留萌観光協会

○主催旅行契約▶

○旅行のお申込み及び契約成立▶

○旅行代金のお支払い▶
○代金に含まれるもの▶

○取消料▶

旅行代金
お振込方法

必要事項にご記入の上、FAXまたはスマホ等で写真を撮りメールに添付してお申込みください。

お子様の健康調査票•キャンプ参加要項などの書類を送付させていただきます。お電話でも受け付けています。

/　　年西暦　　　　年　　月　　日男　•　女

お子様の名前

ふりがな

性　別 生年月日 学校名 / 学年

ー　　          　ー　　　　　 ー　　          　ー　　　　　

ふりがな

保護者氏名
ご住所

電話

E-mail アドレス（保護者の方またはご家族のもの）

（日中ご連絡取りやすい番号でお願いいたします）

FAX（お持ちの方）

ファックスでお申込みの方▶ FAX:0164-43-4993
TEL:0164-43-6817

メールに添付してお申込みの方▶ info@rumoi-rasisa.jp

〒

パソコン ＠ 携帯 ＠

わらしべキャンプ 申込用紙

旅行企画実施 沿岸バス株式会社 留萌営業所 ☎ 0164-42-1701 北海道知事登録旅行業第 2-283　旅行業務取扱管理者 藤井信由

メール
申し込み用
ORコード


