
「海辺の鑑定団」の活動にご参加の皆様へ 

2020「きれいな海で生き物たちを見よう！シュノーケリング体験」 

午前の部 10：00～12：30 

参加者のみなさまへ 事前のご案内 
 

NPO 法人 たてやま・海辺の鑑定団 

 

このたびは「きれいな海で生き物たちを見よう！シュノーケリング体験」にお申

し込みいただき有難うございました。楽しく安全に体験するため、このご案内
を良く読んでからご参加くださるよう、お願い致します。 

 
シュノーケリング体験 1 人４,０00 円（保護者同伴で参加の 1～3 年生は、3,５00 円） 

18 歳未満の方のみでの参加は保護者の同意が必要です。 
参加費には、指導費、機材費、水産資源保全のための協力費、などが含まれます。 

駐車スペース 

 大賀海岸の駐車エリアでお客様ご自身で駐車スペースを確保していただきますようにお願い致します。駐車ス
ペースに限りがありますので、乗り合わせの上お越し頂きますようお願い致します。 

混雑する場合も予想されますので、余裕を持ってご到着をお願いいたします。 

 

集合・受付 

場所：館山市大賀海岸 

294-0031 千葉県館山市大賀 82-14 

＊9：30 までに海に入るスタイルで、ご集合下さい。 

受付をテント（団体名が書いてある白い屋根の簡易テント）

で行います。 

10:00 までの 30 分間で道具の準備をいたします。 

※参加人数によってテントを設置しないときもありますので

ご了承ください。 

◇夏場の房総方面は大変混雑が予想されます。十分余裕を

もってお出かけ下さい。 

◇ＪＲ内房線利用の場合は、館山駅からバスまたはタクシ

ーをご利用ください。 

バスご利用の場合：東口三番バス乗り場より州の崎線（約

15 分) ･･･ファミリーオ館山前 

ファミリーオ館山前バス停から徒歩約５分 

 

確認事項及び同意書 

◇文末(同封)の、活動の為の「確認事項及び同意書」に記入・署名の上ご持参をお願いいたします。 

 

雨天対応 

小雨でも実施します。当日の天候や気温を考慮して服装にご注意下さい。大雨／台風／高波などで中止の場合、

前日夕方５時以降にご連絡します。（天候急変の場合は当日判断の場合もございます）前日の連絡先が申し込み時

と異なる場合（前日より旅行中などの場合）は、あらかじめ携帯電話番号など連絡先をお知らせ下さい。 

 

写真撮影に関して 
プログラム中に撮影した活動写真の一部をホームページや募集広告（チラシ、新聞記事等）、ポスターに使用さ

せていただくことがございます。ご都合が悪い場合は、事前にご連絡下さい。 

 

保険に関して 

 このプログラムは、傷害保険に加入しております。 

 

受付テント 
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シュノーケリングのときのスタイル 

（写真は一例です) 

シュノーケリングに必要なマスク・スノーケル、 

フローティングベスト、フィン（☆印）は 

当方にてご用意します。 

料金は参加費に含まれています。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
★このプログラムは水面からの観察を目的として

います。 

プログラム中は浮力確保のためフローティング 

ベストの着用を必ずお願いしております。 

水中に潜るためなどの理由でフローティング 

ベストを脱ぐことは出来ませんのでご了承を下さい。 

 

 

 

持ち物リスト(各自でご用意いただくもの) 

持ち物・身支度 チェック 説明 

予防マスク  受付(お支払い)時までは着用をお願いします。 

水着  スイムウエアの下に着用します。 

スイムウェア(長袖)  岩やクラゲなどの危険生物から身を守るため、安全上必要です。 

長ズボン  岩やクラゲなどの危険生物から身を守るため、安全上必要です。 

手袋  岩や貝殻から手を守ります。 

マリンシューズ  岩場を歩くとき、また、フィンを装着するために必要です。 

水泳キャップ  小学生、髪の長い方は、マスクの取り外しが容易になります。 

髪留めゴム  髪の長い方は、マスクの取り外しが容易になります。 

靴下  低学年のお子様におススメ。靴ずれや砂が入るのを防ぎます。 

帽子  移動中や休憩中、日差しが強いときに使います。 

タオル  濡れた体を拭いたり、寒いときに使います。 

飲み物  水分を補給します。熱中症には十分ご注意ください。 

防寒着  ウィンドブレーカーなど。海から上った後で寒い場合に着用します。 

バッグ、日焼け止め  必要な方はご用意ください。 

水  体を洗うときに使います。（活動中は使いません） 

着替え  お帰りの際に着るものです。 

保険証写しなど  提出の必要はありませんが、万一のためにお持ちください。 

同意書  当日の体調および緊急連絡先等をご記入ください。 

万全な体調・笑顔  飲酒・酒気帯び厳禁です。体調を整えてお越しください。 

※有料レンタルもございますが数とサイズに限りがあります。身長、足のサイズをお知らせ下さい。 

レンタル費用：ウェア(上下各 300 円) 子供用レギンス(200 円) シューズ(300 円) ウェットスーツ(500 円 小学生のみ) 

※このプログラムには更衣室、シャワーの利用は含まれません。お着替えは各自でお願いいたします。簡易着替え用テ

ントの利用は可能です。 

スイムウエア（ラッシュガー

ド、長袖 Tシャツも可） 

※水着の上に着用します。 

手袋（軍手なども可） 

※サイズが合うもの。 

帽子  

※濡れてもよいもの 

長ズボン（短パンにスパッ

ツ・タイツなど軽めの素材の

ものでも可） 

※ジーパンなど重い生地のも

のは不可。 

マリンシューズ（又は海に入

れる濡れてもよい薄手の運

動靴など） 

※ビーチサンダルやクロック

ス、厚底靴は不可。 

■写真提供 AQA 株式会社キヌガワ 

☆マスク・スノーケル  

マスクは眼鏡を着用したまま装着でき

ませんのでご注意下さい。（コンタクト

レンズは、流失の可能性があります。そ

れを御理解の上、使い捨てタイプなどで

の参加をお願いいたします）。 

 

☆フローティングベスト 

(ライフジャケット) 

 

☆フィン（足ひれ） 

※マリンシューズの上に着用します。 

 

長髪の方は、ヘアゴムで束ね

る、又は、スイムキャップの着

用をおすすめします。 
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当日の流れ 
9:00 頃～ 駐車スペースにお車を駐車お願い致します。 

9:30 頃～ 集合 受付 用具の準備をします。 

10:00 頃  本部テントにて 内容確認 ストレッチ 

10:15 頃  道具の使い方の練習をして、観察を行います。随時休憩を入れながら 

       魚たちや生き物などと触れ合います。 

12:00 頃  観察終了 本部に戻ります。（アンケート、観察日記のオンライン対応をご案内します） 

12:15～30 頃  終了時、海岸清掃をみんなでできる範囲で行います。 
 

※プログラムの内容は天候や状況により変更になる場合もあります。 

新型コロナウイルス感染予防 
身体的距離の確保・・活動中、グループとグループの間での距離(最低 1m)の確保に努める。 

マスクの着用・・屋外のため必須でありませんが受付時のみ着用お願いします。大声での会話はご遠慮ください。 

消毒、手洗い・・消毒液をご利用ください。水道が無いため石鹸手洗いはできません。 

健康状態の確認・・「確認事項及び同意書」の提出により受付時に確認します。 
 

キャンセルなど 

【中止について】 

天災による活動不能の場合、催行人員（4 人）に満たない場合はプログラムを中止にする場合があります。 

【新型コロナウイルス感染予防による中止について】 

地域行政による自粛要請や感染者発生状況により開催を中止する場合があります。 

【申込者様のご都合によるキャンセルの場合】  

活動予定日の 7 日前～2 日前にキャンセルした場合…参加費用の 30％、前日にキャンセルした場合…参加費

用の 40％、当日キャンセルした場合…費用の 50％、ご連絡が無くキャンセルした場合…費用の 100％をキャ

ンセル料としていただきます。 
 

大賀海岸へのアクセス方法 

■URL または QR コードをご利用いただき Google マップにてアクセス方法をご確認できます。 

https://www.google.co.jp/maps/@34.9809828,139.8246023,16z?hl=ja 

        

グーグルマップ        ストリートビュー 

                 バス停,電柱 手前を右へ 

 

お車の場合・・・ 館山道路経由/冨浦 IC  -- ファミリーオ館山前 バス停  を右折し海岸へ 

電車の場合・・・JR 内房線館山駅下車し、バスまたはタクシーをご利用ください。 

館山駅からバスご利用の場合：東口三番バス乗り場より州の崎線（約 15分) ･･･ファミリーオ館山前 

ファミリーオ館山前バス停から徒歩約 3 分 
 

■白い屋根の簡易テントが集合場所です。 

〒294-0034 館山市沼 979(事務局) 

NPO 法人 たてやま・海辺の鑑定団 

TEL/FAX ０４７０－２４－７０８８ 

参加当日はこちらへ TEL ０８０－５９８５－２８１６ 

2020 年 7 月 21 日現在  

https://www.google.co.jp/maps/@34.9809828,139.8246023,16z?hl=ja
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NPO 法人 たてやま･海辺の鑑定団 

シュノーケリング体験における確認事項及び同意書 

＊下記の必要事項と質問項目の当てはまる所に○印をしてください。 

＜参加者について＞ 

参加者氏名（全員記入して下さい）年齢 性別 血液型 

代表者                                                                         

他                                                             

                                                                       

住所 

連絡先 自宅              携帯                     

★ 緊急連絡先                

氏名                   代表者（参加者）との関係（     ） 

電話番号                   ※必ず連絡が取れる所で！ 

 

＜参加メンバーの体調について＞ （参加メンバー全員に確認してください） 

◇本日の体調（当てはまる所に〇印をしてください） 

1.とても良い、2.まぁ良い 3.普通 4.寝不足または良くない 

◇新型コロナウィルス感染予防チェック項目（当てはまる所に〇印をしてください） 

1. 風邪の症状がある（咳がひどい、喉の痛み） 

2. 息苦しい、呼吸がしづらい 

3. 身体に強いだるさ（倦怠感）がある 

4. 味がしない、においがしない 

5. 過去 14 日以内に感染が疑われる人との接触がある 

6. 体温 37.5℃以上（現地受付にて非接触体温測定いたします） 

◇乗り物酔い（当てはまる所に〇印をしてください） 

1.酔い易い 2.時々酔う 3.たまに酔う 4.酔わない 

◇病気について（当てはまる所に〇印をしてください） 

1.下記の病気で現在も通院や内服治療中である。 

●耳の病気 ●脳の病気、発作・目まい・失神といった病気 ●心臓・血管・循環器系の病気 

●肺・呼吸器系の病気 ●薬剤の服用をしている 

2.過去に上記の病気をしたが、現在治療していない 

3.妊娠中、もしくはその可能性がある 3.特に該当無し    4.その他（      ） 

告知：シュノーケリングは、スクーバー・ダイビングのような重装備をせずに海の中を見ることが出来る活動ではあり

ますが、海という自然を相手に行っている為、気象条件に伴う海況の変化や、岩や生き物による思わぬアクシデントが

起こりうる危険をもはらんでいます。また、自己の体調がシュノーケリング活動に大きく影響を及ぼします。安全を最

優先にした指導者の判断により、内容の変更や中止を余儀なくされる事があります。 

同 意 書 

1. 海での活動には、危険が付きまとうことを認めます。 

2. 活動において事故がないということを保証できないことを認めます。 

3. たてやま・海辺の鑑定団のプログラムは保険加入しており、その範囲で保証されます。それ以上については、参加

者が負担します。また､第三者に与えた損害に対しては、責任をもって保証します。 

4. 活動には、自分の意思で参加し内容を理解し、指導者の指示に従います。 
 

■新型コロナウイルス感染予防に関して 

5. 新型コロナウィルス感染が疑われた場合には弊社により参加取り消しとなることに従います。 

6. プログラム実施中に参加者およびスタッフに感染が疑われた場合、内容変更や中止となることに従います。 

7. 帰宅後 2 週間以内にお客様の感染が疑われた場合、速やかに弊社へ報告いたします。また、同じプログラムに参加

された他の参加者への連絡を認めます。 

記入日      年    月    日 

代表者（保護者）署名                   


