◆出発日

Aコース
Bコース
Cコース

今年は
どんなこどもたちと
会えるかな？
こんがりここなつ島で
待ってるよ

7 月 26 日（木）〜 8 月 1 日（水）6泊7日
8 月 1 日（水）〜 8 月 7 日（火）6泊7日
8 月 7 日（火）〜 8 月 13 日（月）6泊7日

※2コース以上にわたる参加者も受け付けます。
※各コース 出発21日前から、所定のキャンセル料がかかります。
※名古屋及び大阪伊丹は、沖縄行き飛行機の便数が少ないため、席を確保するのが困難です。
仮予約で結構ですので、お早めにご連絡ください。

◆旅行代金（参加費）お一人様

※消費税込

小学生まで
（12歳未満） 中学生より
（12歳以上） 中学生より
（12歳以上）

【全コース共通】

【A・Bコース】

◆募集人員
各コース35名 （最少催行人員15名）

【Cコース】

東 京 発 １５０,０００円 １７５,０００円 １85,０００円
大 阪 発 １４５,０００円 １７２,０００円 １82,０００円

196,０００円

※上記以外の出発地の希望も受付いたします、参加費は別途に定めます。
※長期滞在希望者の参加費は、延泊１コースにつき上記旅行代金プラ
ス40,000円となります。(各コース延泊者最大10名まで）
(例：東京発小学生Aコース、
Bコース 12泊13日 190,000円）
※ご兄弟姉妹、ご家族で参加いただく場合2人目以降お一人につき参加
費を2,000円お値引きいたします。
（但し、
幼児は対象外）
※幼児の参加費
（2歳〜幼稚園年長まで）
出発地に関らず 110,000円
※中学生以上に関しては、出発地・出発日により航空運賃に大幅な変動
があるため、各コース及び各出発地ごとに旅行代金が異なります。あ
らかじめご了承ください。
【参加費に含まれるもの】往復航空運賃、移動時のバス・船賃、宿泊費
（全食事付）、国内旅行保険料、プログラムに必要な諸経費を含む。

参加者全員に、海洋冒険学校オリジナルＴシャツ（初日の集合時に着用）
をお送りします。

ＮＯ!

「こんがりここなつ島」では無人島キャンプを十分
に満喫していただく為、
島内においての携帯電話・Ｃ
Ｄ/ＭＤプレーヤー・ラジオ等の使用を固く禁じてお
ります。
皆様のご理解とご協力をお願い致します。

■申込み・お問合せ先
共和国「こんがりここなつ島」
海洋冒険学校実行委員会事務局
TEL：03
（3377）
4769

FAX：03（3377）5028

e-mail：congari1985@congari.com

その他のお時間はメール、FAXにてお願い致します。

共和国こんがりここなつ島（やなは島）と伊是名島には、猛毒のハブは生
息しませんので、安心してキャンプ生活ができます。
①プログラムには、アウトドアの経験豊かなスタッフがつきます。
②海のプログラムには、ライフガードなどマリンスポーツの経験豊かな
スタッフがつきます。
③全コース東京から医療スタッフ（医療従事者）が同行し、参加者の健康
管理・ケガなどの救急対応をします。また、緊急を要する病気･ケガな
どは、現地の医療機関との支援･協力体制で対応します。
④参加者には「事前調査票」に健康状態や既往症を記入していただき、同
行の医療スタッフ（医療従事者）とスタッフが健康管理を行います。
⑤気象の緊急時（台風、アクシデント）には、携帯電話・インターネットな
どで事前に対応いたします。
■旅行主催

※お振込みの際は必ず参加者本人の名前と参加コース

株式会社ＴＡＢⅰＺ

名を記入してお振込みください。
振込先／三井住友銀行目黒支店
（普通）7355171 カ）タビーズ
共和国「こんがりここなつ島」のウェブサイトにも
たくさん情報があります。

http://congari.com/

▼

代々木フラット401
（問合せ時間は平日11：00〜18：00）

安全体制について

■参加費振込口座

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-17

海洋冒険学校

東京会場のみ行います。
日 時：6月23日
（土） 10：00〜11：50
会 場：NMF新宿南口ビル セミナールームC
場 所：東京都渋谷区代々木2-4-9NMF新宿南口ビル4F
交 通：ＪＲ新宿駅 南口/新南口より 徒歩３分
都営新宿線/都営大江戸線/京王新線
「新宿」
駅
A1出口 徒歩1分

◆利用交通機関

ご注意

金冠堂

◆参加者・参加希望者合同説明会

※東京以外の地域からのご参加の方、および当日参加不可能な方は
旅行手引きの郵送にて説明会に代えさせていただきます。

台風等の天災地変により、スケジュール外の伊是名村内の民宿宿泊、沖縄本
島内のホテル泊になった場合、フェリー（村営定期航路）の欠航によりチャー
ター船を利用した場合、チャーターバスを利用した場合等、実費経費および
その差額をツアー終了後、請求させていただきます。あらかじめご了承下さ
い。尚、プログラムは代替プログラム（沖縄本島北部観光：美ら海水族館、今
帰仁城跡（世界遺産））ほか、伊是名村観光ほかにて対応いたします。※但し
天候状況による。
※お申込みの際には、中とじの「国内募集型企画旅行用旅行条件書（全文）」
を必ずお読み下さい。

株式会社

※水に顔をつけて泳げる人・20m以上の泳力のある人
（幼児除く）

【ご注意】重篤な食物アレルギー及び持病等をお持ちの方は、申し込時
に、必ず申告して下さい。但し、無人島でのキャンプ生活ため安全管理
上お断りする場合がありますので予めご了承下さい。

航 空 機：日本航空または全日空
バ ス：送迎用チャーターバス
船 舶：村営「フェリーいぜな尚円」、チャーター渡船（漁協遊漁船）

沖縄・無人島

開催趣旨に賛同する全国及び海外からの参加希望者
個人（小学1年生〜成人）
家族（幼児含む）

１７5,０００円 １85,０００円
高 松 発 １４５,０００円 １７５,０００円 １85,０００円
仙 台 発 １６1,０００円 １８6,０００円

ー開国33年ー

◆募集対象

名古屋発 １５0,０００円

福 岡 発 １３６,０００円 １５５,０００円 １65,０００円

2018年
第13回

〒108-0014
東京都港区芝 5-13-18 いちご三田ビル 9F
観光庁長官登録旅行業第 1906 号

主
共

催：共和国こんがりここなつ島・海洋冒険学校実行委員会
催：伊是名村
ＮＰＯ法人いぜな・やなは島の自然を守る会
キッズスポーツアカデミー
後
援：伊是名村教育委員会
一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー
一般社団法人 いぜな島観光協会
協
力：セントラルスポーツ株式会社
伊是名村商工会・ＪＡおきなわ伊是名支店
協
賛： 株式会社 金冠堂
旅行主催：株式会社 TABi Z

こんがりここなつ島33年目の夏です！
ドボンも33回だァ〜！
今年も無人島でしか体験できないひと夏を過ごしてみませんか
今夏で建国33年を迎える共和国「こんがりここなつ島」、
その共和国で開校する海洋冒険学校は今年で13回目を数えます。
これまで国内外から4,470人を数える子どもたちが参加する、日本で唯一長い歴史と実績のある無人島キャンプとして
大きな評価を頂いています。
その特色は、沖縄無人島の大自然の中でしか出来ないプログラムを１週間を通して体験・
活動する貴重なものです。
ここでは、
自然という最良の教師が、子どもたちの健康なこころと身体を育んでくれます。
無人島での体験は挑戦する勇気と創造する豊かな感性を育み仲間と共同・協力する力を養います。
また、地球環境への
関心を深め自然と共生することの大切さを学びます。
共和国「こんがりここなつ島」実行委員会

上柿

和生

スケジュール
午 後 羽田空港→那覇空港
（伊丹空港、
中部国際空港、
福岡空港、その他空港発）

第１日目
C 絵：長谷川京平

このキャラには
負けるなあァ

『いらっしゃいませ』
貝殻アクセサリーをつくるなら
ガリコン屋でどうぞ

魚たちもビックリしてみんな逃げちゃった

ガジュマルの木に抱かれて

ん、
おかあさ
ォ
釣れたヨ

♬ミットくんの声ェ〜♪ゴハンダヨコールって楽しい歌だね、ハハハハハ
海から帰ったら、しっかりとシオヌキを

那覇空港よりバスにてホテルまで（約 90 分）
☆ホテルのプールでスノーケリング教室
ホテル
「本部リゾート」
泊
午

前 本部リゾート→運天港 [ フェリーいぜな尚円 ]
→伊是名島仲田港着
★グループ活動プログラム
（伊是名村村内探訪）
第２日目 午 後 伊是名港→こんがりここなつ島
（潮時によっては、
村内探訪なしで直接こんがりここなつ島へ
移動することがあります。
）
〔テント泊〕
★ウォーターワイズ
（水辺の安全教育）
★海と森の自然観察プログラム
（水中観察・スノーケリング、
亜熱帯植物調査観察など）
★冒険体験プログラム
（無人島ビバーク体験、無人島シーカヤック
ツーリングなど）
★環境教育プログラム
（漂流ゴミ国籍調査、潮位調査、
ウミガメ孵化場
保護観察など）
第３日目
★グループ活動プログラム
（無人島マップ作成、伊是名村村内探訪など）
☆各プログラムの活動は、
グループごとにインストラクターと
第４日目
プログラムリーダーが一緒に行います。
☆全てのプログラムは当日の気象条件や参加者の活動状況によって
変更や実施不可能な場合があります。 特にウミガメの孵化観察は
第５日目
時期や時間帯によって出来ない確立が高いことをご承知ください。
☆プログラムの進行上、
食事は給食システムとします。
☆健康安全管理は、
同行の医療スタッフと担当スタッフがおこないます。
〔テント泊〕

第６日目

夕方もしくは午後
（潮時による）無人島より伊是名島へ移動
伊是名村内公民館宿泊 （＊天候により変更となる場合あり）
午

第７日目

前 伊是名島仲田港発
（フェリーいぜな尚円）
運天港着 （北部参加者解散）
運天港からバスにて那覇空港へ
（市内、
沖縄参加者解散）
☆朝食は伊是名村内公民館で
全コース昼食は軽いお弁当が出ます。
午 後 那覇空港→羽田空港、
伊丹空港、
中部国際空港、
福岡空港、その他空港
★各コース空港解散

