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Ｂ＆Ｇ東京湾海洋体験アカデミー 2018 

実施・募集要項 

１．目 的                                        
子どもたちの海離れが進み、海への興味・関心が薄れている昨今、多角的な海の「体験」と「学

習」を通じて、海の大切さや重要性を再認識させる機会を提供するとともに、海への好奇心や探

求心を育みます。また、異年齢との集団生活や自然体験活動を通じて、生きる力や自立心などを

育みます。 
 

２．Ｂ＆Ｇ東京湾海洋体験アカデミーの特徴                         
 ■プログラムの充実 
  ・海上保安官・海上自衛隊体験、深海魚釣りなど、個人旅行では体験しにくいプログラムを

実施します。 

  ・人気のスタンドアップパドルボード（SUP）やシュノーケリング、磯観察などの海洋性レ

クリエーション（マリンスポーツ）体験を通じて、自然を肌で感じます。 

  ・プログラムの最後には振り返りの時間を設け、楽しかっただけに留まらず、「海への理解」

や「自然環境問題」など学習へと結びつけます。 

・水辺の事故から子どもを守る「水辺の安全教室」を実施し、自分の身は自分で守る知識

と技能を身につけます。 

 ■万全の安全対策 
  ・海洋性レクリエーションや「水辺の安全教室」実施時には、バディシステムを導入し、ラ

イフジャケット着用を徹底します。 
  ・現地スタッフ含め、洋性レクリエーションに精通したスタッフが指導します。 
  ・万全の熱中症対策（帽子の着用、こまめな水分補給 等）を行います。 
  ・海浜での活動時は看護師が帯同します。 
 ■協調性を養う集団行動 
  ・異学年、他地域出身の子どもたちが積極的に交流できるよう「組・班」を編成します。 
  ・班長による点呼の徹底、時間厳守など規律ある集団生活を通して、協調性や自立心の向上

を促します。 
    
３．主 催                                         
  公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（略称：Ｂ＆Ｇ財団） 
 
４．協 力（順不同）                                   

東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター、NPO 法人ディスカバーブルー、第三

管区海上保安本部、海上自衛隊横須賀地方総監部、NPO 法人日本水中ロボネット、千葉県鋸

南町Ｂ＆Ｇ海洋センター、釣り船丸十丸 
 

５．後 援                                             

国土交通省・横浜市・千葉県・公益財団法人日本財団 
 
６．実施期間                                      

【Ａ行程】2018 年 7 月 30 日（月）～8月 2日（木） 【3泊 4日 8 食付】 
  【Ｂ行程】2018 年 8月 6 日（月）～8月 9日（木） 【3泊 4日 8 食付】 
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７．対象及び募集定員                                  
【対象】 

①小学校４年生から中学校３年生の男女（全国公募） 
②下記「９．実施概要」に記載されている全ての現地活動ならびに団体生活に支障がない方

（健康申告書を提出願います） 
 ③東京湾海洋体験アカデミー2015～2017 への参加履歴のない方 
【募集定員】 ４０名×２行程 ※最少催行人数に届かない場合は、ツアーキャンセルとなります。  

 
８．研修先                                             

  千葉県（南房総市・鋸南町）・神奈川県（横浜市・横須賀市・三浦市・葉山町） 
 
９．実施概要（予定）                                  

  Ａ行程とＢ行程で一部内容が異なります。 

Ａ行程  

日程 主な内容 実施場所 宿泊地 

1 日目 

7/30（月） 

正午集合―ＪＲ東京駅 
※羽田空港も可。要相談 

■オリエンテーション 
■導入学習  
■海上保安官体験       

第三管区海上保安本部 
波止場会館 

エスカル横浜 
（神奈川県横浜市）

2日目 

7/31（火） 

■深海魚釣り 
■クラフトづくり 
■横浜港周辺ナイトウォーク  

三浦小網代湾 
三浦 YMCA グローバル・エコ・

ヴィレッジ 
横浜みなとみらい 

3 日目 

8/1（水） 

■マリンスポーツ（シュノーケリング・

SUP など） 
■水辺の安全教室 
■しんかい 6500、深海について   

葉山一色海岸 
三菱みなとみらい技術館 
横浜中華街 

4 日目 

8/2（木） 

■発表会（保護者 観覧歓迎！） 
12 時 30 分解散（予定） 

波止場会館 
（神奈川県横浜市） 

 

 
Ｂ行程 

日程 主な内容 実施場所 宿泊地 

1 日目 

8/6（月） 

正午集合―ＪＲ 東京駅 
※羽田空港も可。要相談 

■オリエンテーション 
■導入学習 
■水中ロボット制作    

大房岬自然の家 

大房岬自然の家 
（千葉県南房総市）

2日目 

8/7（火） 

■マリンスポーツ（シュノーケリング・

SUP など） 
■水辺の安全教室 
■水中ロボット実演 
■海ホタル観察 

鋸南町鱚ヶ浦海水浴場 
鋸南町Ｂ＆Ｇ海洋センター 
大房岬自然の家 

3 日目 

8/8（水） 

■海上自衛隊体験 
■クラフトづくり     

海上自衛隊横須賀地方総監部 
三浦 YMCA グローバル・エコ・

ヴィレッジ 

エスカル横浜 
（神奈川県横浜市）

4日目 

8/9（木） 

■発表会（保護者 観覧歓迎！） 
12 時 30 分解散（予定） 

横浜情文ホール 
（神奈川県横浜市）  

※上記の研修内容、行程等は天候等により変更する場合があります。予めご了承ください。 
※羽田空港での集合・解散をご希望の方はご相談ください。（スタッフが集合場所もしくは羽田空港まで引

率します。 
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１０．旅行代金                                        
   1 名 39,000 円（税込） 

 
１１．旅行代金に含まれるもの、含まれないもの                       
（1）旅行代金に含まれるもの 
 ①研修地での諸活動費 
②集合から解散までに利用する貸切りバス代 

 ③研修期間中の宿泊代及び食事代（朝 3 食、昼 3 食、夕 3 食） 
 ④国内旅行傷害保険（団体扱い） 
 
（2）旅行代金に含まれないもの 
 ①自宅から集合場所、解散場所から自宅までの旅費 
 ②小遣い等個人的性質の諸費用 
 
１２．申込期間・申込書類について                                  
 【申込期間】 

6 月 11 日（月）～6月 29 日（金） 

【申込書類】 
・Ｂ＆Ｇ財団ホームページからダウンロードするか、Ｂ＆Ｇ海洋センター・クラブを通じて 

申込書類（様式 1～3）をもらってください。 
 ・申込みにあたっては、お子さん自身の参加意志を必ず確認し、研修主旨・内容をご理解の上

お申し込みください。 
 ・提出いただいた申込書類は参加の可否に関わらず返却いたしません。予めご了承ください。 

 
１３.申し込み手順                                   
  
 項目 時期 備考 

1 

Ｂ＆Ｇ財団公式ホーム

ページで申込書類（様式

1～3）をダウンロード。 

申込者 順次 
Ｂ＆Ｇ財団ホームページ

https://www.bgf.or.jp/

2 

申込書類（様式 1～3）

に必要事項を記入の上、

㈱はとバスエージェン

シーへ郵送 

申込者⇒ 

旅行社 

6 月 11 日（月）～ 

6 月 29 日（金） 
※先着順となります。 

3 
受付証・振込先情報の 

受領 

旅行社⇒ 

申込者 
順次 

※定員を超えた後の申込

はキャンセル待ちとなり

ます。 

4 参加費振込 
申込者⇒ 

旅行社 

受付証受領日～ 

7 月 3 日（月）
 

5 参加決定通知を受領 
旅行社⇒ 

参加者 
6 月下旬～7月中旬  

「参加決定通知」の受領をもって、参加決定となります。 
※Ｂ＆Ｇ財団判断により参加をお断りする場合、参加費は全額返金します。 
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１４．旅行代理店（申込書類郵送先）                                

 申込書類（様式 1～3）は、下記 ㈱はとバスエージェンシーに郵送してください。 
 

株式会社はとバスエージェンシー 
〒143-8512 東京都大田区平和島 5-4-1  

 TEL：03-3298-5574  FAX：03-3298-5575 
担当：加藤・藤田 

  
東京知事登録旅行業 2-5929  全国旅行業協会正会員 
総合旅行業務取扱管理者：加藤 春樹 
総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う支店での取引に関する責任者です。 

この旅行契約に関し、説明にご不明点があればご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。 

 

 
１５．取消料（キャンセル料）                               

Ｂ＆Ｇ東京湾海洋体験アカデミーへの参加決定後、お客様の都合で旅行をお取消しになる

場合は、株式会社はとバスエージェンシーの募集型企画旅行約款にもとづき、次に定める取

消料をお支払いいただきます。 
注）取消日が土・日・祝日の場合は、その前日までにご連絡ください。 

 
＜取消料一覧＞ 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

取消日 
10 日～ 

8 日前 
7 日～ 

前々日
前 日 当 日 無連絡 

負担率 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

 
１６．携行品                                        
  普段着（動きやすい服装）、運動着、水着、寝間着、下着類、雨具、洗面用具、筆記用具、 

常備薬、健康保険証（コピー可）、運動靴（野外活動用１足・マリンスポーツ用 1 足）、    

小遣い 等 
   ※後日、詳細を記載した「しおり」を送付しますのでご確認ください。 
 
１７．保 険                                        
  参加者の保険については、様式２「同意書」に記載のとおり、国内旅行傷害保険を付保いた

します。 
 
１８．参加期間中のルール                                       

Ｂ＆Ｇ東京湾海洋体験アカデミーでは、参加者全員が快適に団体生活を行い、有意義な研 
修ができるように、ルールを定めて運営しています。 

参加申込みに際しては、申込者および保護者様がご一緒に次の規則内容を必ずご確認いた 
だき、予めその内容をご理解・ご了承の上、お申込みください。 

 
（1）スタッフ、班長等の指示に従い規律正しく行動すること。 
（2）秩序を維持し、礼儀正しくすること。 
（3）時間の厳守を心掛けること。 
（4）他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。 
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１９．個人情報の取扱について                              
  Ｂ＆Ｇ東京湾海洋体験アカデミーの参加申込等に係る書類にご記入いただいた個人情報は、 
 厳正に管理し、機密を厳守します。また、より円滑な事業実施のため、前記書類を、旅行取扱 

い代理店に委託することがありますが、ご本人（及び法定代理人）の承諾なく、個人情報を 
第三者に提供することのないよう、指示・監督をします。 

 
２０．著作権等に係るお願い                                
（1）Ｂ＆Ｇ東京湾海洋体験アカデミー実施中に、活動記録として写真・ＶＴＲ撮影をする場合

があります。撮影した画像等は予告なく、ウェブサイト・印刷物ほか、Ｂ＆Ｇ財団広報活動

の一環として使用する場合があります。 
（2）当財団事業のご案内をお届けする場合があります。 
  

※上記（1）画像等使用の不可、或いは（2）ご案内がご不要な場合は、事前にその旨を下記 
「２１. お問い合わせ先」までお申し付けください。 
 
２１. お問い合わせ先                                  
公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（Ｂ＆Ｇ財団） 

事業部 事業課  担当：桐ヶ谷・小野田 

〒105－8480 東京都港区虎ノ門 3-4-10 虎ノ門 35 森ビル 9Ｆ 

℡ 03－6402－5313（直通） Fax 03－6402－5315 

お問い合わせ時間：平日 9:00～17:00 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


