
同意書 Consent Form 

下記の事項をお読みになり同意いただいた上でお申込み下さい。
Please read the notice carefully and apply with consent for all of the following:

携帯電話、電子機器について Mobile phones and other Electronic devices

カメラ、携帯電話、電子機器（ゲームなど）の使用・持込みは禁止です。
Students are prohibited from using or bringing mobile phone and/or other electronic devices (such as portable games). 

スクール免責＆同意 School Waivers & Agreements

免責条項:本スクールの過失（重過失を除く。）により、参加者の身体に一定の障害が生じた場合には、本スクールは、本
スクールが加入する賠償保険が適用される範囲内において、当該損害を賠償する責任を負い、当該範囲を超えて損害を賠
償する責任を負いません。病気や不慮の事故が発生した場合は、当スクールの責任者の判断の下、現地での必要な対応
（病院への輸送、保護者への連絡など）を行います。次の事由のいずれかにより参加者又は保護者に損害が生じた場合に
ついて、本スクールに過失がないときは、本スクールは当該損害を賠償する責任を負いません。①天災地変、暴動、又は
これらのために生ずる日程の変更②食中毒③盗難④参加者による法令、公秩序良俗または本スクールが開催するプログラ
ムの規則に反する行為⑤指導中の病気、事故⑥その他本スクールの責に帰することができない事由
Disclaimer：In the event of physical injury caused to the participant as a result of negligence of the school (excluding 

gross negligence), the school will compensate for it within the scope of the liability insurance to which the school 

subscribes to. However, we are not liable to compensation beyond that range. In the event of sickness or unexpected 

accident, under the best judgment of the person in-charge at the school, necessary measures will be taken (transport to 

hospital, contact with parents etc.). The school will not be responsible for compensation of damages caused to the 

participant or the guardian (if there is no negligence on the part of the school) due to one of the following reasons: ①
Natural disasters, Riots or changes in schedule as a result of these events ② Food poisoning ③ Theft ④ Breaking laws 

and ordinances, disrupting public order or acts that go against the rules of the programs held at the school by the 

participant ⑤ Illness and accidents under guidance ⑥ Other occurrences that cannot be attributed to as the school’s 

responsibility.  

緊急時 In case of Emergency 

緊急事態の際には、本スクールは、保護者と緊急時連絡先に連絡を取るために必要な措置を行います。もし連絡を取れな
い場合には、本スクールは、その際お子様に必要な医療治療（入院、注射、麻酔または手術など）を行うことがあります。
It is with the understanding that every effort will be made to contact the parents/guardian or listed emergency 

contacts in case of an emergency. In the event that no one could be reached, the school will seek necessary medical 

treatment for the child (including hospitalization, injection, anesthetic). 

写真・ビデオの公開 Photograph and Video Release 

お子様が本スクール滞在中に撮影した画像、映像等を動画投稿サイト（YouTube等）パンフレット、Webページ等に使用
させていただくことがあります。不都合がある方は事前にお申し出ください。お申し出のない場合、お子様が映っている
写真、映像等を本スクールが使用することに同意したものとみなされます。
The photos and videos taken at school would be utilized and uploaded on the streaming site (YouTube etc.,), school’s 

pamphlets and website. Please kindly inform the school in advance in case you don’t want your child’s footage on the 

internet. In case there is no notice, we would consider that as consent for usage of your child’s photographs and videos 

by the school. 

申込み条件 Conditions for application 

写真、ビデオの撮影許可以外のすべての免責または同意されていない場合は申込の受付ができません。
With the exception of the “Photograph & Video Release”, all waivers & agreements MUST be agreed upon, in order for 

the application to be processed.  



7：00 集合Meeting time

7：10 出発 Depart

8：20 海老名サービスエリアでトイレ休憩 Toilet break at the Ebina Service Area

9：30
うるしやファーム着 Arrive at Urushiya Farm

野菜収穫、小川遊び、山里散策 Harvest vegetables, Play by the river and hiking around the mountain. 

11：30
お昼ご飯 Lunch time

農家のお母さん特製手作り田舎ランチ Farmer’s special homemade lunch 

13：00 うるしやファーム出発 Depart Urushiya Farm

13：50
ヒルトン到着 Arrive at Hilton 

レジャープールで思い切り遊びます😊 Play at the Leisure pool 

16：30
ヒルトン小田原出発 Depart Hilton Odawara

*様子をみて1度トイレ休憩 *Toilet break if needed

18：30 スマイルクラブ到着 Arrive at Smile Club

日程表
TIME TABLE

持ち物
THINGS TO BRING TO ODAWARA

□ スマイルTシャツ着用 □ スポーツタオル □ 水筒 □ 帽子
□ 着替え □ ビニール袋2枚 □ レインコート □ 軍手
□ マリンシューズ又はクロックス(小川遊びでも脱げない物ビーチサンダルは不可）
□ スナック □ お小遣い（お土産用）

□ Come in Smile Club T-shirt □ Medium size towel □ Water bottle □ Cap/Hat 

□ Change of clothes □ 2 Plastic bags               □ Raincoat            □ Gloves

□ Marine shoes or Crocs (No beach sandals. Shoes that won’t come off in the river)

□ Snack                                                □ Money (for souvenirs)

農家に行くときはバスの中に置いておきますので上記の物は入れないで下さい。
As we will leave the pool things in the bus when we reach the farm, please don’t put the above-mentioned items in the pool bag.

□ 着替え一式（プール後に着替えます。靴下や下着も入れて下さい。）
□ 水着 □ スイミングキャップ □ ゴーグル
□ 大きいビニール袋2枚（汚れ物と濡れた物を入れます。1枚ずつに名前記入）
□ 腕につける浮き輪

□ A set of change of clothes （We will change clothes after the pool. Please bring socks and underwear as well.).

□ Swimsuit □ Swimming cap          □ Goggles

□ 2 big size plastic bags （To put the dirty clothes and wet clothes in. Please write names on each bag.）
□ Floaters

＊持ち物全てに名前を記入してください。Please write name on all your belongings. 

大きいリュックサック1つにまとめて入れて下さい Please put the things in one big rucksack. 🎒

プールバックに入れて下さい Please put them in a pool bag👜



小田原自然キャンプ お申し込み同意書
Odawara Nature Camp Application Form

注意事項を読み、同意して申込します。
I have read the above details and apply with full consent. 

ふりがな 年齢 Age

生年月日
Date of 

birth

参加者氏名 Name

住所 Address 〒

携帯番号 Tel E-mail

アレルギーAllergy
有Yes 無 No  有の方は食材を記入して下さい。

In case of yes, please specify the allergens.

申込日 2019 年 月 日

保険証と医療書のコピーを貼ってください。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

領収書Receipt 2019年 月 日

様

￥

小田原キャンプ代を領収いたしました。
We have received the fee for participation in Odawara camp.

＊申し込み後のキャンセル、返金は出来兼ねますのでご了承下さい。
. Please note that you cannot get a refund after applying.

2019年 月 日 保護者サイン ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㊞

スマイルクラブ株式会社
〒135-0003
東京都江東区猿江1-16-5-5F
Tel 03-3635-8380


