
ハハピピキキャャンンでで  キミキミもも  学学園園生生！！ャャ

ハッピーキャンプは土日１泊の体験入学です。ハッピーキャンプは土日１泊の体験入学です。

学園生とふれあいながら、学園生活を体感してみましょう！学園生とふれあいながら、学園生活を体感してみましょう！

楽しい授業や部活動の体験、おいしいご飯をみんなで食べて、楽しい授業や部活動の体験、おいしいご飯をみんなで食べて、

新しくできたお友達と一緒に寮でお泊り！新しくできたお友達と一緒に寮でお泊り！

レクリエーション企画もお楽しみに！レクリエーション企画もお楽しみに！

幸福の科学学園幸福の科学学園  那須本校那須本校  体験入学体験入学

  5/145/14（土）（土）  ～～1515（日）（日）

  6/186/18（土）（土）  ～～1919（日）（日）

  7/167/16（土）（土）  ～～1717（日）（日）

  8/208/20（土）（土）  ～～2121（日）（日）

  9/249/24（土）（土）  ～～2525（日）（日）

10/2910/29（土）～（土）～3030（日）（日）

11/1911/19（土）～（土）～2020（日）（日）

12/1712/17（土）～（土）～1818（日）（日）

※各回 14:00 ～翌日 12:00 予定※各回 14:00 ～翌日 12:00 予定

  20222022

土土日日
  開催  開催

       対象
   小5～
　    中3

お申込みは下記 URL、もしくは裏面の申込用紙をご利用ください。お申込みは下記 URL、もしくは裏面の申込用紙をご利用ください。

https://pro.form-mailer.jp/fms/cad383df218207https://pro.form-mailer.jp/fms/cad383df218207

開
催
日
程

開
催
日
程

学
校
説
明
会
＆

学
校
説
明
会
＆

　

ハ
ピ
キ
ャ
ン

　

ハ
ピ
キ
ャ
ン

ぜひ、ぜひ、

　来てね！　来てね！



体験・見学を希望する部活動

体験・見学を希望する部活動

メールアドレス

　（寮宿泊体験［無料］は小５以上です。夕食・朝食代 計1,000円を受付時にお支払い下さい。 ）

　（小４以下は原則、寮宿泊はご遠慮頂いております。大人同伴で那須精舎に宿泊をお願い致します。）

　（精舎での宿泊については各自でお申し込み下さい。［精舎に別途奉納・夕食と朝食を含みます。］）

　　（シャトルバスの場合）　※ホームページ掲載のバス運行表をご覧になり、乗車時間をご記入下さい。

　★ご移動時には「マスクの着用」などの感染予防をお願い致します。

　★当日受付にて、検温、マスク着用、ｱﾙｺｰﾙ消毒をお願い致します。

　★発熱など体調のすぐれない方は参加をご遠慮下さい。

　TEL 0287-75-7777   FAX 0287-75-7779 　e-mail：info-js@happy-science.ac.jp

アレルギー等に関する特記事項、ご
意見・ご要望がございましたらご記
入下さい。

◆新型コロナウィルス感染拡大防止のお願い◆
　本校では、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、衛生対策の徹底と
日々の信仰生活による「信仰免疫」によって予防に努めており、当日ご参
加の皆様にも、以下のご協力をお願い致します。

お申込み・お問い合わせ先（担当：桜沢・櫻井）

昼食　　注文数　　土曜の昼食　　　　名分　　日曜の昼食　　　　名分
　　土曜 12:35～／日曜 12:00～　1食 500円（朝・昼・夜）。到着時に受付でお支払い下さい。

●持ち物●　経文セット、筆記用具、着替え（1泊分）、洗面用具（歯ブラシセット・コッ
プ）、経典、お風呂道具（シャンプー、リンス、ボディーソープ、移動用の袋）、タオル、勉
強道具（自習用）、動きやすい服、上履き（体育館で使用）、部活動体験で必要なシューズ等

交通手段　　　シャトルバス　・　自家用車　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

参加人数　　　大人　　　名　　小５以上　　　名　　小４以下の小学生　　　名

授業見学のご希望（土曜 11:20～約40分）　 大人　　　名、小５以上　　　名、小４以下の小学生　　　名

ご連絡先　電話（ご自宅か携帯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

◆数日前にお送りするプログラムの送信希望先 → メール文字　・　メール添付ファイル　・　FAX

　 　　【行き】 那須塩原駅　　　時　　分 発 → 学園　　【帰り】 学園・那須精舎　　　時　　分 発 → 那須塩原駅

　　（自家用車の場合） 　到着予定　  　　時　　　分頃

保護者様のお名前　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号　　　　　　　　　　　　　所属支部

お子様のお名前②　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　小・中　　　年生　会員番号

2021ハッピー・キャンプ 申込用紙
幸福の科学学園 那須本校 体験⼊学

　いつも幸福の科学学園をご支援下さり、誠にありがとうございます。
　2021年も、当校に進学をお考えのお子様や保護者の皆様、そして教育にご関心のある皆様を対象
に、大好評の体験入学「ハッピー・キャンプ｣(ハピキャン)を開催致します。
　2010年の創立以来、進化を続ける幸福の科学学園の魅力を、ぜひ体感して頂きたいと思います。多
くの皆様のご来校をお待ちしております。
　参加を希望される方は、開催10日前の水曜日までにFAX・電話・メールにてお申し込みくださ
い。お電話の場合、下記の事項をあらかじめご記入の上、口頭でお伝え下さい。

 (希望に○)     8-9  19-20 17-18  21-22  25-26  30-31  20-21  18-19

お子様のお名前①　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　小・中　　　年生　会員番号

 参加月    5月    6月  、 7月      8月、    9月     10月  、11月    12月

幸福の科学学園 那須本校 体験入学
2022「ハッピー・キャンプ」 申込用紙

いつも幸福の科学学園をご支援下さり、誠にありがとうございます。
　2022年度も、本校に進学をお考えのお子様や保護者の皆様、そして教育にご関心のある皆様を対象に、大好評
の体験入学「ハッピー・キャンプ｣（ハピキャン）を開催致します。2010年の創立以来、進化を続ける幸福の科学
学園の魅力を、ぜひ体感していただきたいと思います。多くの皆様のご来校を心よりお待ちしております。
　参加を希望される方は、開催 10日前の水曜日までに、本チラシ記載の URL（QRコード）・FAX・電話・メー
ルのいずれかにてお申込みください。お電話の場合、下記の事項をあらかじめご記入の上、口頭でお伝え下さい。

体験・見学を希望する部活動

体験・見学を希望する部活動

メールアドレス

　（寮宿泊体験［無料］は小５以上です。夕食・朝食代 計1,000円を受付時にお支払い下さい。 ）

　（小４以下は原則、寮宿泊はご遠慮頂いております。大人同伴で那須精舎に宿泊をお願い致します。）

　（精舎での宿泊については各自でお申し込み下さい。［精舎に別途奉納・夕食と朝食を含みます。］）

　　（シャトルバスの場合）　※ホームページ掲載のバス運行表をご覧になり、乗車時間をご記入下さい。

　★ご移動時には「マスクの着用」などの感染予防をお願い致します。

　★当日受付にて、検温、マスク着用、ｱﾙｺｰﾙ消毒をお願い致します。

　★発熱など体調のすぐれない方は参加をご遠慮下さい。

　TEL 0287-75-7777   FAX 0287-75-7779 　e-mail：info-js@happy-science.ac.jp

アレルギー等に関する特記事項、ご
意見・ご要望がございましたらご記
入下さい。

◆新型コロナウィルス感染拡大防止のお願い◆
　本校では、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、衛生対策の徹底と
日々の信仰生活による「信仰免疫」によって予防に努めており、当日ご参
加の皆様にも、以下のご協力をお願い致します。

お申込み・お問い合わせ先（担当：桜沢・櫻井）

昼食　　注文数　　土曜の昼食　　　　名分　　日曜の昼食　　　　名分
　　土曜 12:35～／日曜 12:00～　1食 500円（朝・昼・夜）。到着時に受付でお支払い下さい。

●持ち物●　経文セット、筆記用具、着替え（1泊分）、洗面用具（歯ブラシセット・コッ
プ）、経典、お風呂道具（シャンプー、リンス、ボディーソープ、移動用の袋）、タオル、勉
強道具（自習用）、動きやすい服、上履き（体育館で使用）、部活動体験で必要なシューズ等

交通手段　　　シャトルバス　・　自家用車　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

参加人数　　　大人　　　名　　小５以上　　　名　　小４以下の小学生　　　名

授業見学のご希望（土曜 11:20～約40分）　 大人　　　名、小５以上　　　名、小４以下の小学生　　　名

ご連絡先　電話（ご自宅か携帯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

◆数日前にお送りするプログラムの送信希望先 → メール文字　・　メール添付ファイル　・　FAX

　 　　【行き】 那須塩原駅　　　時　　分 発 → 学園　　【帰り】 学園・那須精舎　　　時　　分 発 → 那須塩原駅

　　（自家用車の場合） 　到着予定　  　　時　　　分頃

保護者様のお名前　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号　　　　　　　　　　　　　所属支部

お子様のお名前②　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　小・中　　　年生　会員番号

2021ハッピー・キャンプ 申込用紙
幸福の科学学園 那須本校 体験⼊学

　いつも幸福の科学学園をご支援下さり、誠にありがとうございます。
　2021年も、当校に進学をお考えのお子様や保護者の皆様、そして教育にご関心のある皆様を対象
に、大好評の体験入学「ハッピー・キャンプ｣(ハピキャン)を開催致します。
　2010年の創立以来、進化を続ける幸福の科学学園の魅力を、ぜひ体感して頂きたいと思います。多
くの皆様のご来校をお待ちしております。
　参加を希望される方は、開催10日前の水曜日までにFAX・電話・メールにてお申し込みくださ
い。お電話の場合、下記の事項をあらかじめご記入の上、口頭でお伝え下さい。

 (希望に○)     8-9  19-20 17-18  21-22  25-26  30-31  20-21  18-19

お子様のお名前①　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　小・中　　　年生　会員番号

 参加月    5月    6月  、 7月      8月、    9月     10月  、11月    12月

　本校では、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、衛生対策の
徹底と日々の信仰生活による「信仰免疫」によって予防に努めており、
当日ご参加の皆様にも、以下のご協力をお願い致します。
★ご移動時には「マスクの着用」などの感染予防をお願い致します。
★当日受付にて、検温、マスク着用、ｱﾙｺｰﾙ消毒をお願い致します。
★発熱など体調のすぐれない方は参加をご遠慮下さい。

アレルギー等に関する特記事項、
ご意見・ご要望がございましたらご記入下さい。

●持ち物●　経文セット、経典、筆記用具、着替え（1 泊分）、洗面用具（歯ブラシセット・コップ）、

お風呂道具（シャンプー、リンス、ボディーソープ、移動用の袋）、タオル、勉強道具（自習用）、

動きやすい服、上履き（体育館で使用）、部活動体験で必要なシューズ等

お申込み・お問い合わせ先（担当：桜沢・櫻井）

◆新型コロナウィルス感染拡大防止のお願い◆

体験・見学を希望する部活動

体験・見学を希望する部活動

メールアドレス

　（寮宿泊体験［無料］は小５以上です。夕食・朝食代 計1,000円を受付時にお支払い下さい。 ）

　（小４以下は原則、寮宿泊はご遠慮頂いております。大人同伴で那須精舎に宿泊をお願い致します。）

　（精舎での宿泊については各自でお申し込み下さい。［精舎に別途奉納・夕食と朝食を含みます。］）

　　（シャトルバスの場合）　※ホームページ掲載のバス運行表をご覧になり、乗車時間をご記入下さい。

　★ご移動時には「マスクの着用」などの感染予防をお願い致します。

　★当日受付にて、検温、マスク着用、ｱﾙｺｰﾙ消毒をお願い致します。

　★発熱など体調のすぐれない方は参加をご遠慮下さい。

　TEL 0287-75-7777   FAX 0287-75-7779 　e-mail：info-js@happy-science.ac.jp

アレルギー等に関する特記事項、ご
意見・ご要望がございましたらご記
入下さい。

◆新型コロナウィルス感染拡大防止のお願い◆
　本校では、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、衛生対策の徹底と
日々の信仰生活による「信仰免疫」によって予防に努めており、当日ご参
加の皆様にも、以下のご協力をお願い致します。

お申込み・お問い合わせ先（担当：桜沢・櫻井）

昼食　　注文数　　土曜の昼食　　　　名分　　日曜の昼食　　　　名分
　　土曜 12:35～／日曜 12:00～　1食 500円（朝・昼・夜）。到着時に受付でお支払い下さい。

●持ち物●　経文セット、筆記用具、着替え（1泊分）、洗面用具（歯ブラシセット・コッ
プ）、経典、お風呂道具（シャンプー、リンス、ボディーソープ、移動用の袋）、タオル、勉
強道具（自習用）、動きやすい服、上履き（体育館で使用）、部活動体験で必要なシューズ等

交通手段　　　シャトルバス　・　自家用車　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

参加人数　　　大人　　　名　　小５以上　　　名　　小４以下の小学生　　　名

授業見学のご希望（土曜 11:20～約40分）　 大人　　　名、小５以上　　　名、小４以下の小学生　　　名

ご連絡先　電話（ご自宅か携帯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

◆数日前にお送りするプログラムの送信希望先 → メール文字　・　メール添付ファイル　・　FAX

　 　　【行き】 那須塩原駅　　　時　　分 発 → 学園　　【帰り】 学園・那須精舎　　　時　　分 発 → 那須塩原駅

　　（自家用車の場合） 　到着予定　  　　時　　　分頃

保護者様のお名前　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号　　　　　　　　　　　　　所属支部

お子様のお名前②　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　小・中　　　年生　会員番号

2021ハッピー・キャンプ 申込用紙
幸福の科学学園 那須本校 体験⼊学

　いつも幸福の科学学園をご支援下さり、誠にありがとうございます。
　2021年も、当校に進学をお考えのお子様や保護者の皆様、そして教育にご関心のある皆様を対象
に、大好評の体験入学「ハッピー・キャンプ｣(ハピキャン)を開催致します。
　2010年の創立以来、進化を続ける幸福の科学学園の魅力を、ぜひ体感して頂きたいと思います。多
くの皆様のご来校をお待ちしております。
　参加を希望される方は、開催10日前の水曜日までにFAX・電話・メールにてお申し込みくださ
い。お電話の場合、下記の事項をあらかじめご記入の上、口頭でお伝え下さい。

 (希望に○)     8-9  19-20 17-18  21-22  25-26  30-31  20-21  18-19

お子様のお名前①　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　小・中　　　年生　会員番号

 参加月    5月    6月  、 7月      8月、    9月     10月  、11月    12月14-15　18-19　16-17　20-21　24-25　29-30　19-20　17-18


