
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

■集合場所：東京都江東区 旧中川沿い河川敷（大島小松川公園側） 東大島駅徒歩 5分 ※B&Gの旗が目印です。 

■参 加 費：1人 2,000円  【当日現金でお支払いください】 
  含まれるもの：カヌー乗船代（ライフジャケット等必要器材含む／練習会 1回および 1 イベント参加 計 2回）、保険料 

■申込方法：申込書をＢ＆Ｇ財団宛にメールもしくは FAXで送信 

■当日の服装・持ち物：動きやすく濡れても良い服装、帽子、マリンシューズ、タオル、飲料 
※悪天候等により、やむを得ず中止となる場合がございます。その場合、原則参加費の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 
お問い合わせ・お申込み 

 

Ｂ＆Ｇ財団 事業部 海洋センター・クラブ課  担当：鈴木、林 

ＴＥＬ：03-6402-5314 （平日 9：00～17：00）  ＦＡＸ：03-6402-5315 

E メールアドレス：center@bgf.or.jp 

事前練習会 【カヌーの乗り方やセルフレスキュー方法など基本技術のレクチャーを行います】 

B&G運河 de カヌーツーリング 

上記イベントのご参加には、安全管理の観点から、練習会（4回開催中 1回）の参加を必要条件とさせていただきます 

（１） 2018年 9月 15日（土） ①10：30～12：00／②13：30～15：00 

（２）2018年 9月 22日（土） ③10：30～12：00／④13：30～15：00 ※荒天時予備日：2018年 9月 29日（土） 

カヌーde謎解きゲーム 

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    Ｂ＆Ｇ財団公式ＨＰ https://www.bgf.or.jp/ 

ＫＩＺＵＮＡカヌー駅伝 
 

ミッションクリアを目指して 
なぞを解き明かせ！ 

■日程：2018年10月 13日（土） 

■時間：9：30～12：00 ※9：15集合  

■参加条件： 

① 1チーム 2名～4名 
② 親子（小学 1年生以上） もしくは 

子ども同士（小学 4年生以上） 
■定員：15組 30名程度 

チームみんなでタスキをつないで 
ゴールを目指せ！ 

■日程：2018年10月 13日（土） 

■時間：13：30～16：00 ※13：15集合 

■参加条件： 

① 1チーム 3名～4名 
② 小学生以上（18歳以上の大人を 1名以上含むこと） 

■定員：30名程度 

 

※荒天時予備日：2018年 10月 20日（土） 

※写真はイメージです 



   運河 de カヌーツーリング 実施要項 
 

１．目的 身近な水辺の環境において非日常的な体験を通じて、東京・水辺の魅力を新た 

に発見し、水辺に親しむ素地を育み・水辺の安全について学習するとともに、 

都内の運河・河川を巡る機会を提供する。 

 

２．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 

 

３．協力 公益財団法人日本海事科学振興財団、B&G杉並海洋クラブ 

 

４．日程 練習会 2018年 9月 15日（土）、9月 22日（土） ※予備日 9月 29日（土） 

     ツーリング 2018年 10月 13日（土） ※予備日 10月 20日（土） 

 

５．場所 東京都 旧中川水域他（東大島周辺） 

 

６．事業概要 （１）カヌーde謎解きゲーム 

河川をカヌーで巡ると同時に、仮想のストーリーに基づきチェックポイン 

トを通過しながら、謎解きを行う体験型ゲーム。 

       （２）KIZUNAカヌー駅伝 

       核家族化により人と人とのつながりや地域との関係性が薄れてきている中 

チームで協力しレクリエーションやクイズなど各チェックポイントを通過 

しながら、タスキをつなぎ、チームの KIZUNAを深める。 

 

７．参加資格 （１）カヌーde謎解きゲーム 

         ・1チーム 2～4名 

         ・親子（小学 1年生以上）もしくは子供同士（小学 4年生以上） 

         ・定員 30名程度（先着順） 

       （２）KIZUNAカヌー駅伝 

         ・1チーム 3～4名 

         ・小学生以上 チームに大人 1名以上を含むこと 

         ・定員 30名程度（先着順） 

 （１）、（２）ともカヌーの基本操作を学ぶ練習会に 1回以上参加できる方に限ります。 

 

８．参加料 1人 2,000円 練習会当日現金にてお支払いください。 

 

９．申込方法 次の必要情報を記入の上、メールまたは FAXで事前に申し込みを行う。 

  参加者本人氏名、住所、年齢または学年、カヌー乗船経験（回数）、電話番号、mail 

 

１０．その他 荒天等による延期・中止の場合は、申し込み代表者の連絡先へ連絡します。 

 

 

 

問合わせ先・申し込み先 

Ｂ＆Ｇ財団 事業部 海洋センター・クラブ課 担当：鈴木 

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

電話：03－6402－5314   FAX：03－6402－5315   Eメール：center@bgf.or.jp 



 

2018 B&G 運河 de カヌーツーリング 申込書 

希望イベント 

※どちらか 1 つに〇をつけてください 

カヌーde 謎解きゲーム 

10 月 13 日（土）9：15 集合 

KIZUNA カヌー駅伝 

10 月 13 日（土）13：15 集合 

参加を希望する 

事前練習会日程 

※1 つに〇をつけてください（必須） 

 練習会① 9/15（土）10：30～12：00 

 練習会② 9/15（土）13：30～15：00 

 練習会③ 9/22（土）10：30～12：00 

 練習会④ 9/22（土）13：30～15：00 
 

代表者 

参加者① 

ふりがな 

氏名 
 性別 男 ・ 女 

住所  

電話番号  カヌー経験     回 

メールアドレス ※予約確認メール、事前情報等をお送りします。 

生年月日 西暦     年   月   日生  （      ）歳 

参加者② 
ふりがな 

氏名 
 性別 男 ・ 女 

住所  

電話番号  カヌー経験 回 

メールアドレス ※予約確認メール、事前情報等をお送りします。 

生年月日 西暦     年   月   日生  （      ）歳 

参加者③ 
ふりがな 

氏名 
 性別 男 ・ 女 

住所  

電話番号  カヌー経験 回 

メールアドレス ※予約確認メール、事前情報等をお送りします。 

生年月日 西暦     年   月   日生  （      ）歳 

参加者④ 
ふりがな 

氏名 
 性別 男 ・ 女 

住所  

電話番号  カヌー体験 回 

メールアドレス ※予約確認メール、事前情報等をお送りします。 

生年月日 西暦     年   月   日生  （      ）歳 

※子どもだけで参加される場合は必ずご記入ください。 

保護者欄 

ふりがな 

氏名 
 続柄  

緊急連絡先 

電話番号 
 メールアドレス  

 

B&G財団 事業部 海洋ｾﾝﾀｰ･ｸﾗﾌﾞ課 宛 
FAX：03-6402-5315 E-mail：center@bgf.or.jp 
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