
応募要項をよくご確認をいただき、下記の応募専用サイト内
フォームに必要事項を記入のうえ、ご応募ください。

申込み締切日 5月8日(日)

https://www.sgh-cspf.jp/sports/
event/school/sgh.html

※スマートフォンの方は右の二次元コードからアクセスしてください。

※お電話やメールでの申込みは受付できません。
※応募に際しては、応募理由およびアンケートへの記入が必要となります。
※当選した方には5月９日以降にご連絡いたします。

SGHこども未来スクール
「小4プレイベント：佐川美術館探索とチームアドベンチャー」

チームアドベンチャーを通じて、子どもたちが自分なりの考えをま
とめ、向き合うことが出来るような合計2日間の対面プログラム
です。

教え込むのではなく、様々な体験を通じ内発的な学びや気づき
を促す場・機会づくりというプログラムを通して、子どもたちの生き
る力を高めます。

新たなことにチャレンジする姿勢をもつ
他者と協働する時のコミュニケーションスキルを磨く
複雑な問題を解決する時の粘り強さを養う

＜プログラム内容＞

時間帯 初日13:00集合（JR京都駅の場合）、
最終日13:00解散

実施形態 対面式での開催
場所 守山パーク レークさがわ
参加費 無料

SGHこども未来スクール 小４プレイベント

仲間と一緒に挑戦！
佐川美術館探索とチームアドベンチャー
仲間と一緒に挑戦！
佐川美術館探索とチームアドベンチャー

ワークショップワークショップ

探求心を育むことをベースに、子どもたちの挑戦を後押し
教え込むのではなく、様々な体験を通じて、子どもたち自
身の気づきや学びを大切にします。子ども向けワークショッ
プや企業研修で経験豊富なファシリテーターが、子どもた
ちの主体性発揮のための場づくりと挑戦を後押しします。

仲間とのアドベンチャー協働体験からの成長
仲間とどのように協働して成果を生み出すか？ということに
焦点を当てたプログラムとなっています。「自分を尊重し、
相手も尊重し、成果を出す」ためのアクティビティを入れ、
そこからの学びを得るような工夫をしています。

小学4年生（定員10名）

※応募者多数の場合は抽選となります。

公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団
1.21㈯～
1.22㈰

1泊2日

仲間と一緒に挑戦！
佐川美術館探索とチームアドベンチャー
探究心、アサーティブコミュニケーションなどの
概念を学び、佐川美術館を探索します。

※ 2日間のプログラムにご参加いただくことが条件となるため、
1日のみの参加はできません。

名称1

目的と内容2

プログラムの特長3

参加対象4

主催5

実施日程・参加費6

参加申込み方法7



日時 1.21㈯～1.22㈰

1日目：13:00 京都駅 集合
最終日：14:00 京都駅 解散

実施形態 宿泊型ワークショップ ＊
場所 守山パーク レークさがわ

SGホールディングスグループ保有の保養施設
参加費 無料

当財団では活動中の事故などに備えて、主催者側で下記の通り保険
に加入します。（＊ただし治療内容の全額を保証するものではありませ
んので、あらかじめご了承ください。

活動場所 ①守山パークレークさがわとその周辺施設
②佐川美術館（守山パークレーク佐川より徒歩8分）

宿泊場所 守山パークレークさがわ
滋賀県守山市水保町字北川2891-41

連絡先 SGHこども未来スクール2022年事務局
sghschool@globaledu-j.com

集合・
解散場所 JR京都駅 八条口 乗降場 もしくは

守山パーク レークさがわに直接

■守山パークレークさがわへ直接の交通アクセス

■お車を利用の場合
■大阪・京都方面ルート
名神高速瀬田西ICより湖周道路経由 約30分、
湖西道路真野ICより琵琶湖大橋経由 約15分

■名古屋方面ルート
名神高速瀬田東ICより湖周道路経由 約40分

■鉄道・バスをご利用の場合
■大阪・京都方面ルート
JR湖西線堅田駅下車、江若交通バスまたはタクシー
にて約15分
■米原・名古屋方面ルート
JR東海道本線（琵琶湖線）守山駅下車、近江鉄道バ
スまたはタクシーにて約35分
■敦賀・金沢方面ルート
JR湖西線堅田駅下車、江若交通バスまたはタクシー
にて約15分

保障内容 保険金額

傷害死亡後遺障害/1名 1,000万円
傷害入院（日額）/1名 10,000円
傷害通院（日額）/1名 5,000円

*新型コロナウィルス感染症などの状況により、同日程で宿泊が
無いオンライン形式による開催に変更になる場合があります。
当選者発表時には開催方法についてご連絡します。

・国内移動における参加者の往復交通費・食事・宿泊費含む。
・参加児童の付き添いの保護の送迎費用は含まれません。
・開催中に、守山市周辺での滞在を希望される際は、宿泊
施設のご紹介は可能です。

・守山パークレークさがわに直接車でお越しになる際の交通
費負担はございません。

傷害保険（プログラム参加者）保障内容および保険金額

・JR京都駅に集合の場合は、そこからバスで参加者の皆様を
守山パークまでご案内いたします。お子様のみバスにご乗車いた
だけますのでご注意ください。
（運行手配： 佐川アドバンス株式会社）
・お近くにお住まいの場合、守山パークに直接お越しいただくこと
も可能です。

・JR京都駅での集合場所・当日ご案内は、別途、参加者の
方々にご案内差し上げます。

実施日程・参加費8

活動場所・連絡先9

集合・解散場所10

安全確認11



プログラム内容についてのお問い合わせ
Email: sghschool@globaledu-j.com

その他のお問い合わせ
SGHこども未来スクール2021事務局
Email: sports_sghcspf@sagawa-artmuseum.or.jp

WEB申込み
抽選

当選した方に書類送付

必要書類返送

オンライン オリエンテーション （別途日程ご案内）

申込み後にキャンセルをご希望の場合、その旨を必ず事務
局までE-mailにてご連絡ください。
また、やむをえず当日参加ができなくなった場合、後日ご連
絡する運営責任者の携帯電話番号まで直接お電話くださ
い。

本企画は、当財団が推進する次世代教育の一環として実施
します。そのため、活動中に撮影した写真や映像につきまして
は、当財団のホームページへの掲載や広告への活用、またそれ
に伴い各種メディア、SNSに掲載する場合がございます。その
際には、お名前・ご住所等の個人情報の記載は一切行いま
せん。

※参加が確定した方は、別途「肖像権使用の許諾について」を送付
させていただきますので、内容をご確認の上、署名いただき、事務局
まで返送いただくようお願いします。

・氏名・住所・電話番号・E-mailアドレス等の個人情報は、
本活動以外の目的で第三者に提供、開示等は行いません。

・今後、事務局より各種案内・アンケートなどを、メール・郵送
等によりお送りする場合がございます。

・活動中に撮影した写真・感想などの記録は報告書・WEB
ページ・今後の募集活動資料等に使用させていただく場合が
ございます。またその際には、お名前・ご住所等の個人情報の
記載は一切行いません。

持ち物は下記を参考にご用意ください。

詳しくは参加確定者に別途送付する「実施要項」の「持ち
物一覧」をご覧ください。

• 大きなカバン(リュック・ボストンバッグ・キャリーケースなど）
• 筆記用具(鉛筆、ノート)
• 着替え（多めにご用意ください）・下着・靴下
• 洗面用具 ・ 水筒 ・タオル、バスタオル
• マスク（予備も） ・ ビニール袋
• 小さなカバン(リュックやナップザックなど)
• 雨具(折り畳み傘など) ・ 防寒具
• 本人確認書類

参加者確定後に天災(地震・台風・大雪)やその他の理由
(感染症の流行、交通災害など)により主催者側で安全に
活動ができないと判断した場合、開催を中止する可能性が
ございます。その際は、申し込み時に記載いただいた連絡
先に直接ご連絡させていただきます。

プログラムへは、お子様のみの参加を想定していますが、ご
希望の際は、保護者様の見学は可能です。本プログラムで
は、子どもたちが自分で考え行動する力や、子ども同士の
交流を大切にしております。その趣旨に鑑み、最大限、お
子様の自主性を尊重しながらプログラム参加を見守ってい
ただければ幸いです。

またご見学に伴い発生する交通費、滞在費については
保護者様ご負担となります。プログラム初回 （1/21（土）- 1/22（日））

キャンセルについて12

キャンセルについて14

ご準備いただくもの13

肖像権について16

個人情報保護について17

連絡・お問い合わせ先18

保護者様の見学について15



正しく申込みできたか？（送信できているか）確認は
どうしたらいいですか？

申込みフォームを送信後、自動返信メールが届きます。届
かない場合、「メールアドレスが間違っている」「迷惑メール
のフィルタが機能している」などが考えられます。自動返信
メールが届かない場合は事務局までメールにてご連絡くださ
い。

きょうだいや友達同士の申込みは同時にできないので
すか？

参加者1名につき、1回の申込みとなります。きょうだいやご
友人同士での申込みの場合は、1名ずつの入力・申込み
をお願い致します。

きょうだいを一緒に参加させたいのですが、どちらかが
落選という場合もありますか？

参加者1名ずつの申込み・抽選となるため、きょうだいが
必ず一緒に当選するとは限りません。

キャンセル待ちはできますか？
キャンセル待ちは、お受けしておりません。

当選してからは、どのような手順になりますか？
参加が確定された方には、５月中に以下のような資料を
送付する予定です。（状況によって内容は変更となる場
合があります）
• 参加者決定通知書
• 実施要項
• しおり

• 参加承諾書
• 肖像権許諾書など

１日だけの参加も可能ですか？
プログラムは2日間で一つのシリーズを構成しているため、一
部のみのご参加はご遠慮いただいております。
なお、途中の日程でやむをえず欠席される場合は、事務
局までご連絡ください。

参加費は、一切かからないのですか？
参加費はすべて無料です。

※お子様の往復交通費・食費・宿泊費含む。
※交通費は、日本国内の主な公共交通機関（飛行機及びJRの乗車
区間など）を対象範囲といたします。JR以外の公共交通機関については、
現金精算になります。
※参加者全員に国内旅行保険にご加入いただきますが、保険料に関し
ても主催者側で負担します。
※ただし、車（マイカー）で送迎頂く場合にかかる交通費は参加者負担
とさせていただきます。

対象年齢以外の子どもは参加できないのですか？
プログラムの都合上、2022年度の小学４年生を対象としてい
るため、対象年齢以外の方のご参加はお断りしております。

保護者の見学はできますか？
プログラムへは、お子様のみの参加を想定していますが、ご希望
の際は、保護者様の見学は可能です。本プログラムでは、子ども
たちが自分で考え行動する力や、子ども同士の交流を大切にし
ております。その趣旨に鑑み、最大限、お子様の自主性を尊重
しながらプログラム参加を見守っていただければ幸いです。

またご見学に伴い発生する交通費、滞在費については保護者
様ご負担となります。

感染対策の取り組みを教えてください。
徹底した感染対策をしながら、子どもたちの挑戦を促す
環境づくりを行います。

• マスク着用義務化
• 参加者・スタッフの体調チェック
• 受付のシールドを設置
• 参加者・スタッフの消毒、うがいの徹底
• 感染予防対策の注意喚起
• 密閉空間にならないよう定期的な換気

●保護者なしでの宿泊は初めてですが、 大丈夫でしょうか？
自分で「行きたい!」という気持ちを持っていれば大丈夫です。
宿泊に対する期待と不安が入り混じると思いますが、お子様の
気持ちを強く応援してあげてください。また、スタッフが子どもたちの
生活面をサポートしますのでご安心ください 。

●ホームシックが心配です。
泣いたり寂しくなることがあるかもしれませんが、サポートスタッフが
つき、子どもたちの生活面をサポートし、不安を取り除けるように
運営してまいりますのでご安心ください。

●体調が悪くなった時はどうしたらよいでしょうか？
プログラム中に体調不良が起こった場合、症状を考慮して適切
な医療機関にお連れします。また、保護者様への携帯電話に
ご連絡差し上げます。

申し込みについて 活動内容について

▼要返送



その他ご不明な点、不安な点につきましては、下記事務局までお問
合せください。

プログラム内容についてのお問い合わせ
Email: sghschool@globaledu-j.com

その他のお問い合わせ
Email: sports_sghcspf@sagawa-artmuseum.or.jp

プログラムの活動時間を教えてください。
活動時間はおおむね、下記のようなスケジュールです。

含まれる食事について教えてください。
【１泊２日の場合】
• 初日： 夕食
• 最終日：朝食、昼食

食物アレルギーがあります。
食物アレルギーをお持ちの場合、特定原材料７品目を使
用しないメニュー（低アレルゲンメニュー）をご提供いたしま
す。詳しくは参加確定者に別途送付する「実施要項」の
「食物アレルギー対応基本方針」をご確認いただき、「食物
アレルギー事前お伺いシート」にてご連絡ください。

プログラムがオンライン開催に変更になる可能性は
ありますか？

感染症の流行などにより、対面での開催が難しい場合、主
催者側の判断でオンラインプログラムに変更になる場合がご
ざいます。その場合は、事前に参加者に対して開催方法及
び内容詳細についてご連絡します。

プログラムが中止になる可能性はありますか？

参加者確定後に天災(地震・台風・大雪)やその他の理由
(感染症の流行、交通災害など)により主催者側で安全に
活動ができないと判断した場合、開催を中止する可能性が
ございます。その際は、申し込み時に記載いただいた連絡
先に直接ご連絡させていただきます。

時間 １日目 内容

13:00 京都駅集合

14:30 プログラム活動

18:00 夕食～シャワータイム

19:30 ナイトアクティビティ

時間 最終日 内容

7:30 朝ごはん～リラックスタイム

9:00 プログラム活動

12:00 昼食

13:00 京都駅に向けて
守山パーク出発

子どもの写真などは、
どのように使われる可能性がありますか？

開催後、当財団ホームページ内に掲載する結果報告等に
使用させていただきます。
また、活動中に撮影した写真・感想などの記録は報告書・
WEBページ・SNS、今後の募集活動資料等に使用させてい
ただく場合がございますが、その際にはお名前・ご住所等の
個人情報の記載は一切行いません。
※ご参加いただく前に、あらかじめ肖像権許諾書にご同意い
ただきます。

活動内容について活動内容について

プログラム変更や
開催中止の際の対応について

連絡・お問い合わせ先


