
Horse Back Riding Trip
2022 -A Love Like No Other-

2022年6月4日(土)雨天決行

8：00 解散時間 18：30

ヴィルタスライディングクラブ
静岡県御殿場市柴怒田961

K1(年少)以上 (定員22人)

移動時間が長いためオムツが取れているお子様が対象

30,000円 （税込）
貸し切り大型バス・予定プログラム・昼食・保険など

Mari, Yuki, Bowen, Saima, Andy, John, Yuji, Mayu, Stephany, David, Yu

4月20日(水）9:30～

申込用紙提出→代金振込→保険証、医療書のコピーを各1部提出

電話で予約の方は1週間以内に申込用紙のご提出とお支払いをお願いいたします。

(保険証の原本はお預かりできません。)

日程

集合時間

場所

対象年齢

参加費用

Horse back riding trip 参加申込書
-Registration Form-

Horse back riding trip に同意して参加します。
I have read the above details and apply with full consent.

(YY/MM/DD)     年 月 日
お子様のお名前 Child’s name __________________________

保護者様署名 Parent signiture __________________________

緊急連絡先 Tell __________________________ アレルギー Allergy 有Yes 無No

予定プログラム

騎乗体験
ふれあい体験
乗馬レッスン
エサを食べさせる体験
砂場あそび・水あそび
自然体験など

引率

申し込み開始日

お申し込み方法

印



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感染症、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 Contagious diseases & 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.  


