2012 Summer

the 48th

GLOBAL’s

夏休み！
み！
☆英語でワクワク会話しよう！
☆いろいろな国のことばと文化を学ぼう！
☆富士山のプロによる野外活動を楽しもう！（2 日目チャーターバスで 5 合目へ）
☆大人も子どもも、日本人も外国人も交流を楽しもう！
オランダ、ノルウェー、アメリカ、 メキシコ、 カナダ、コンゴ、 他
プ ロ グ ラ ム の 中 で 役 割 を ま か さ れ 、 リ ー ダ ー と し て 活 躍 し ま す 。

2012 年８月１１日(土)～１３日(月)
静岡県立富士山麓山の村
〒４１８－００１１
静岡県富士宮市粟倉２７４５
電話番号：０５４５－３６－２２３６ FAX: 0545-36-2239
http://www.fujisanroku.shizuoka-c.ed.jp/

参 加 費
チャーターバスの場合
小学生以上

（先着 30 名）

会員・会友
一般

23,000 円
25,000 円

☆未就学児
14,000 円
☆外国人
14,000 円
☆乳児（食事・ベッドなし）

申込み・問合せ

500 円

マイカー・電車の場合
小学生以上

（先着 20 名）

会員・会友

18,000 円

一般

20,000 円

★ キャンセル料金
当日…100％ 前日-３日前…50％
4-7 日前…3０％

グロウバルのホームページ、または下記 TEL/FAX にてお申し込み下さい。

締め切り

７月 17 日（火）まで。

共催： NPO 法人 グロウバル言語文化研究会
TEL/FAX 042-338-8416
E-mail:global_tagengo@yahoo.co.jp
http://www.geocities.jp/global_tagengo/

NPO 法人 ワールドキャンパスインターナショナル
（世界各国の若者を集め、日本各地をホームステイする交流・学習を行う団体）

TEL:090-4911-4109 E-mail: hyasui@worldcampus.org http://worldcampus.org/wcj.html

協力： NPO 法人 ホール・アース自然学校
TEL0544-66-0152

E-mail： info@wens.gr.jp

http://www.wens.gr.jp/

後援： 多摩市国際交流センター ・ さがみはら国際交流ラウンジ運営機構

2012 Summer

the 48th

GLOBAL’s

Under the auspices of GLOBAL & World Campus International
Cooperated with Whole Earth Nature School
Lodging together for ２ nights over
GLOBAL’s International Exchange Camp will be held at “Fuji-sanroku Yamano-mura” in
Shizuoka. We’ll have a wonderful time enjoying the camp fire, outdoor activities at 5th
station of Mt.Fuji guided by Whole Earth, culture workshop together with Japanese and
foreigners, with adults and children.
Why don’t you come and join the camp with your friends and family?
Place: Fuji sanroku Yamano-mura
TEL 0545-36-2236

FAX: 0545-36-2239

Date: August 11 (Sat.) ～13th(Mon.)
th

Capacity: 80 people
Apply: July 17th(Tues.) by GLOBAL’s Homepage
or by Tel/Fax or e-mail below.
Activities: culture workshop, outdoor activities at 5thstation of Mt.Fuji, camp fire, dance,sing,etc.
Including 3days’ transportation fee
(by charter bus)
☆JAPANESE
Member
Non-member
☆Pre-sch.child

¥23,000
¥25,000
¥14,000

☆FOREIGNER
☆Baby without meal

¥14,000
¥500

★Cancel charge needed
the very day…100% 1～3days before…50%
4～7days before…30%

― World Campus International ―
World Campus International, Inc. is a global
resource that brings together diverse young
adults from several countries to communities
who are looking for meaningful international
and intercultural experiences. Educational
opportunities are created for the exchange of
ideas through participation in shared activities
in the areas of culture, community welfare,
business and politics.
http://worldcampus.org/wcj.html

(NPO) GLOBAL

―Whole Earth Nature School―
The pioneer of nature school in Japan,
Whole Earth Nature School was established
at the foot of Mt. Fuji in 1982. Because of
our activity, its scale, and dissemination of
the very idea of nature school as the social
movement over Japan, we have gained
great reputation
http://www.wens.gr.jp/

The Society for Language & Culture

〒206-0033 5-3-2-403 Ochiai, Tama-shi, Tokyo Tel/Fax 042-338-8416, 042-376-1584
e-mail: global_tagengo@yahoo.co.jp
http://www.geocities.jp/global_tagengo/index.html
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グロウバルキャンプ申込書
Application for GLOBAL International Exchange Camp
保護者名 Parent

住所（連絡先）Address

緊急時連絡先 Urgent contact

TEL
E mail

参加者名 Name

性別
Sex

生年月日(西暦)
Birth date（AD）

年齢/学年
Age/grade

ふりがな Kana

参加費
Participation
Fee

宿泊 Stay
2 泊 /１泊/ 日帰り
2 nights /1 night / day trip
（いずれかに○印 Mark○）

2 泊 /１泊/ 日帰り
2 nights /1 night / day trip

(11 日、12 日、13 日) )
2 泊 /１泊/ 日帰り
2 nights /1 night / day trip

(11 日、12 日、13 日) )
2 泊 /１泊/ 日帰り
2 nights /1 night / day trip

(11 日、12 日、13 日) )
2 泊 /１泊/ 日帰り
2 nights /1 night / day trip

(11 日、12 日、13 日) )

交通手段
Transportation
(いずれかに○印 Mark○)

・チャーターバス（bus）
・マイカー(car)
・電車(train)
・チャーターバス
・マイカー
・電車
・チャーターバス
・マイカー
・電車
・チャーターバス
・マイカー
・電車

合計
Amount

様
領収書
特定非営利活動法人(ＮＰＯ)

グロウバル言語文化研究会
〒206-0033 東京都多摩市落合 5-3-2-403

参

加

費

領

Participation fee

上記の金額を領収しました。

収

金

額

Receipt Amount

年

月
担当者名

日

