
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
  

 

海洋センター泊           海風館泊  

８/８(火)～１０(木）2 泊 3日    ８/１６(水)～１８(金）2泊 3日 

小１～小６（定員 45人）      小１～小６（定員 30人） 

２４，５００円          ２４，０００円 

難波 OCAT又は、生駒駅        南海なんば駅又は、現地 

ワールドツアーシステム株式会社（大阪府知事登録第２種 2047号）  

  

 

   

   

 

若狭湾青少年自然の家(福井県)    

８/７(月)～１０(木）※3泊 4日 

小１～中３（定員４０人）      ３４，０００円       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

         

                           

 

     

 

 

 

 

 

  

  
 

  
  

 

   

 
 

 

 
  

 

   
  ご家族でマリンプログラム、カヌー・クルーザー・ヨット・つり等を通じて海を満喫しましょう！ 
  それぞれの希望に応じたプログラム体験ができます。みんなで海を楽しめるキャンプです。 
 
 
 

 

 

 

 

 

参加費 夏ファミ 秋ファミ 親子Ｆ 

  大人 22,000円 13,000円 12,000円 

中高生 21,000円 11,000円 11,000円 

小学生 19,000円 11,000円 10,000円 

幼児（4歳以上） 12,000円 6,000円 6,000円 

幼児（３歳以下） 食事代 実費のみ 

ナック事務所 

ＴＥＬ06-4256-7178 

ジュニアフィッシングキャンプ 小４～中３ 

７/１６（日） ８/ ６（日） 
８/１９（土） ９/２４（日） 

【対象】 家族・一般 
【内容】初めての方を対象に 

安心してカヌー体験！ 

★Ａコース ８/  ９(水)～１１（金)  ５６人 

★Ｂコース ８/２２(火)～２４(木)  ５６人 

  ２泊３日     各２１，０００円 

わんぱくﾁｬﾚﾝｼﾞキャンプ 小３～中３ 

キッズキャンプ 小１～小２ 
★１２/２３(土)～２４(日)   ４２人 

１泊２日      １２，０００円 

 

大阪府立青少年海洋センターとは･･･ 
大阪府の南端岬町にあり、関西空港や淡路島が見渡せるマリンスポーツ施設です。  

安全なプログラム運営のために独自の安全基準に基づき、ライフジャケットの着用・  

海面の総合監視のほか、指導救助艇の配備も行っています。  

研修を積んだ大学生の専属ボランティアリーダーが少人数グループで子どもたちを  

見守り、専門スタッフの指導のもと安全に実施いたします。 

キャンプが初めてのお子様でも、安心してご参加いただけます。 

★Ａコース ８/ ６(日)～ ８（火）５６人 

★Ｂコース ８/２０(日)～２２(火) ５６人 

２泊３日     各２１，０００円 

 

 

 

 

ウィンターキャンプ  小１～小６ 

 

スプリングキャンプ 小１～小６ 

 
 

13：00(南海なんば駅)/15：00(現地)  

14：00(現地) /15：30(南海なんば駅) 

※集合・解散は「なんば駅」か 

「現地」で選んでいただけます。 

※秋以降は集合時間が異なります。 

洋室 ２段ベッド 

解散 

集合 

宿舎 

夏のキャンプ集合・解散 

★ 2018/１/７(日)～８(月・祝) ４２人 

  １泊２日      １２，０００円 
 

 

★ 2018/３/２５(日)～２６(月) ４２人 
  １泊２日      １２，０００円 

 

 

こちらの内容はホーム 

ページでもご確認ください 

キャンプの 
問い合わせ 

★１０/１４(土)～１５(日)   ４２人 

１泊２日      １２，０００円 

スプリングキャンプ  小１～小６ 

 

場所 

 対象 

ニューイヤーキャンプ 小１～小６ 

 

 参加費 

★８/１５(火)～１８(金)     ４２人 

３泊４日       ３１，０００円 

〈お申込み・お問い合わせ〉 

主催：大阪府立青少年海洋センター指定管理者 〒599-0301大阪府泉南郡岬町淡輪６１９０ 

FAX：０７２－４９４－１７３５（２４時間受付） TEL：０７２－４９４－１８１１9 時～17時（初日のみ 10時～） 

※海洋センターＨＰ 事業申込フォームからもお申込みできます。 

指定管理者：ナンブフードサービス（株） NPO 法人ナック（ＮＡＣ） （株）ＢＳＣインターナショナル 

ホームページ：http://www.osaka-kaiyo.com  後援：大阪府・大阪府教育委員会（共催を除く） 

 
参加者の皆さんに 
オリジナルバッチをプレゼント！ 
申込み方法は裏面を見てね！

若狭の海サマーキャンプ 

 

 日程 

どきどきキャンプ  小３～小６ 

★１０/７(土)～８(日)      ４２人 

１泊２日      １２，０００円 

海水浴やシュノ-ケリング、 

シーカヤックなど、様々な海での 

活動を通して自然を肌で感じる 

ダイナミックなプログラムです。 

 

海洋センターＨＰ、事業申込フォームからも申し込みできます。 
期間後も定員に満たないコースは引き続き募集します。 

オータムキャンプ   小１～小６   

ウィンターキャンプ 小１～小６ 

 

※キャンプ事業の見学を希望される方は、海風館に宿泊することもできます。（有料） 

 対象 

初めてのカヌー教室 

※ 各キャンプ、定員の５０％に満たない場合は、そのキャンプを中止することがあります。 

 

７/２２（土） ８/２７（日） １０/８（日） 
【対象】 一般 
【内容】初めての方でも専属リーダと一緒

に安心してヨット体験！ 
 

９/１７(日)～１８（月・祝） 
【対象】 家族・一般 （日帰り参加可） 
【内容】カヌーをおもいっきり漕いで 

みたい！遠くに漕ぎそう！ 

ステップアップカヌー 

 参加費 

ﾃﾞｨﾝｷﾞｰｾｰﾘﾝｸﾞ教室 

 日程 

日程 

対象 参加費 

旅行主催 

 

ＮＡＣ海洋チャレンジキャンプ 

 Ａコース Ｂコース 

集合・解散 

★夏のファミリーキャンプ   8/13(日)～15(火)  18家族 
【現地集合】 15:00   【現地解散】  13:30 

【宿舎】 洋室 ２段ベッド（家族個室） 

★秋のファミリーキャンプ   11/1１(土)～1２(日) 12 家族 

【現地集合】 13:00   【現地解散】  13:30 

※海風館泊【宿舎】 洋室か和室（家族個室） 

★親子フィッシングキャンプ A 10/2８(土)～２９(日)12家族 

B 11/ 4(土)～  5(日) 12 家族 

【現地集合】 13:00  【現地解散】  13:30 

【宿舎】 洋室 ２段ベッド（家族個室）  集合・解散 



 
    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

キャンプ 参加ＦＡＸ申込用紙 申込日  平成２９年    月    日 

参加をご希望されるキャンプにチェック  を記入してください。（複数可） 

□わんぱくチャレンジキャンプ（8/15-18） どきどきキャンプ･･･□Ａｺｰｽ（8/9-11） □Ｂｺｰｽ（8/22-24） 

キッズキャンプ･･･ □Ａｺｰｽ（8/6-8）  □Ｂｺｰｽ（8/20-22）  

□若狭の海サマーキャンプ（8/7-10）  □NAC 海洋ﾁｬﾚﾝｼﾞｷｬﾝﾌﾟＡｺｰｽ（8/8-10）  □Ｂｺｰｽ（8/16-18） 

□オータムキャンプ(10/7-8) □ｼﾞｭﾆｱフィッシングキャンプ(10/14-15) □ウィンターキャンプ(12/23-24) 

□ニューイヤーキャンプ(2018/1/7-8)  □スプリングキャンプ(2018/3/25-26) 

□夏のファミリーキャンプ(8/13-15)  □秋のファミリーキャンプ(11/11-12)  

親子フィッシングキャンプ  □Ａｺｰｽ(10/28-29)   □Ｂｺｰｽ(11/4-5)   

ふりがな 

参加者なまえ 
学校名 学年・年齢 性別 

特記事項（アレルギー・特記事項等） 

 

 

 

  年生  歳 
男・女 

食物アレルギー  □あり   □なし 

※「あり」の方 （      ）アレルギー 
  

 

 年生  歳 
男・女 

食物アレルギー  □あり   □なし 

※「あり」の方 （      ）アレルギー 
 

 

 年生  歳 
男・女 

食物アレルギー  □あり   □なし 

※「あり」の方 （      ）アレルギー 
 

ふりがな 

代表保護者なまえ 

 続柄     

 

住 所 
〒 ―  

電話・ＦＡＸ番号 

自宅               ―      ― 

日中連絡可能先（携帯等）            ―     ― 

ＦＡＸ番号            ―     ― 

キャンプ参加経験 
      ※「あり」の方はどのようなキャンプに参加されましたか？      

□あり  □なし   □海洋センター主催キャンプ・□その他のキャンプ活動 
キャンプ名称（                ） 

＜お申込み・お問い合わせ＞ 
大阪府立青少年海洋センター 

〒599―0301 大阪府泉南郡岬町淡輪 6190 

 FAX：072-494-1735(24時間受付) TEL：072-494-18119 時～17時（初日のみ 10時～） 

 

  

キャンプへの お申込み・お問い合わせの流れ 

下記の参加申込み用紙の 

太枠内をご記入いただき 

FAX または郵送 

もしくは、海洋センターHP 

事業申し込みフォームから 

申込受付期間内に 
（6月 5日～15日） 
海洋センターまでお申込み

ください(郵送の場合は 6 月

15日必着でお願い致します） 

申込み数が定員を

超えたキャンプに

ついては抽選を行

います。 

※抽選結果につき 

ましては、郵送にて 

ご連絡いたします 

ので、お電話での 

お問い合わせは 

ご遠慮ください。 

海洋センターより、代表者

ご自宅へ参加の案内書類

（当日のご案内・参加費振

り込み用紙・参加カード等）

を郵送いたします。 

落選の方もキャンセル待

ち、空き状況のご案内を郵

送いたします。6 月 25日 

までにお手元に案内が届か

ない場合、海洋センター 

までお問い合わせ下さい。 

①参加費をお振込み下さい。 

②参加カードを返信下さい。 

 

お届けするご案内資

料を元に集合場所へ   

お越しください。 

 

※最少催行人数は定員

数の５０％とします。 

応募数が達しない場合

は事業を中止すること

があります。 

お申込み 

※担当スタッフより内容の確

認のお電話をさせていただ

く事があります。 

抽選 参加決定案内発送 参加の手続き 当日 

検索 

※個人情報の取り扱い 
 個人情報の取り扱いについては、適切な対応をし、その保護に努

めています。皆様から提出していただいた個人情報は、事務連絡や

事業のご案内及びプログラム運営上必要な範囲内で利用させていた

だきます。 

 


