
Address 住所:  

315 South Grove Avenue, Owatonna, MN 55060, USA  
Phone 電話番号:  

Toll-free 無料電話 844-800-CAMP (2267)  

Outside the USA アメリカ以外の国と地域507-214-2200 

Email 電子メールアドレス: info@camppillsbury.com 

Website ホームページ: camppillsbury.com  

 
Registration 2015  登録表2015 

I hereby enroll subject to the conditions below. I agree to pay 
tuition at the early-bird rate listed below. 
____________________________________________________

_____ 私は以下の状況で此の学生の入校を登録します。

私は以下早期払いの割引で学費を払う事を同意します。 

Address 住所
______________________________________________ 
______________________________________________ 

Date Of Birth 誕生日____________  

Sex 性別______________ 

City 都市_______________________________________ 

State 州_______________ 

Zip Code 郵便番号_________ 

Grade In Sept. 2015  2015年9月の学年_________  

Email 電子メールアドレス________________________ 

Parent #1 name 両親の一人目の氏名_________________ 

Parent #2 name両親の二人目の氏名_________________  

Home Phone 家庭電話番号_______________________ 

Cell Phone #1 携帯電話番号1_____________________ 



Cell Phone #2 携帯電話番号2 _____________________ 

*Visa__Mastercard__Amex____Card クレジットカードの種

類  

Number クレジットカードの番号 

______________________________________________exp. 

Date クレジットカードの期限___________  

Please Charge My Account $ 此の金額のお金私のアカウント

にチャージして下さい。___________________ 

Card Holder クレジットカードの所有者______________                                  

Signature 署名_________________________________ 

Enclosed With This Registration Form Is A Check In The Amount 

Of $ 登録票に添付されるのは以下の金額の 

米ドルの小切手 ____________  

Camper’s Current  Schoolキャンパーは現在就学の学校
______________________________________________Please 

check your choice of sessions. 希望のキャンプセッションを選

択して下さい。 

Session# セッション#  

Dates 日付   

Weeks Price   週価格 

 
__ Session 1 June 14-June 28 2 Weeks $2200    

セッション1    6月14日-6月28日    2週間    2200米ドル  
__ Session 2 June 28-July 12 2 Weeks $2200     

セッション2    6月28日-7月12日    2週間    2200米ドル 
__ Session 3 July 12-July 26 2 Weeks $2200      

セッション3    7月12日-7月26日    2週間    2200米ドル 
__ Session 4 July 27-Aug 10 2 Weeks $2200      

セッション4    7月27日-8月10日    2週間    2200米ドル  



__ Session 5 Aug 19-Aug 23 2 Weeks $2200      

セッション5    8月19日-8月23日    2週間    2200米ドル 
__ Weekly sessions available to accommodate special requests 

$1100 特別な要請が有れば，一週間のセッションも提供

できます，費用は 1100米ドル。 

10% discount if four or more sessions are booked.もし、4セッ

ション又は此れ以上を予約すれば、10%の割引を利用でき

ます。  
CIT Program. Must be entering 11th grade or above in 
September (2nd year of High School). $850 per week, 4 week 
minimum. Please select your choice of sessions above.  

CIT項目（顧問リーダー能力訓練項目）9月に高校二年以上

の学生だけを対象して，毎週850米ドル，4週間以上，以

上のセッションを選択して下さい。 
 
The parent/guardian represents that he/she has full authority to 
enroll the camper and to authorize participation in all camp 
activities. This agreement constitutes the full understanding of the 
parties and cannot be modified except in writing signed by the 
parities. The camp is appointed to serve in loco parentis.  

両親/保護者はキャンパーを登録する事とキャンパーが全

てのキャンプ活動を参加する事を全面的に許可します。此

の協議は各方面に完全に理解と認可され、各方面は署名が

なければ、変更ができないです。キャンプは学生の両親に

代表として、学生にサービスを提供する事を指定されま

す。 

The tuition fee should cover all camp expenses barring 
extraordinary personal expenditures. The seasonal nature of 
summer camping precludes any tuition 
rebate/reduction/allowance for camper’s late arrival/early 



withdrawal/non arrival/dismissal of cause. If it is necessary to 
obtain off camp medical or dental services for the camper, the 
parent shall pay such expenses.  

学費は、学生の格別な個人費用以外のキャンプの全費用を

含めます。夏キャンプの特徴は、キャンパーの遅刻/早退/

非到着/原因の放逐で、費用の割り返し/減額/補助を一切

行いません。もし、キャンパーはキャンプ外で医療又はデ

ンタルサービスを必要とすれば、両親はこんな費用を負担

します。 

 
I understand and certify that my child’s participation in Camp 
Pillsbury and its activities (on or off-camp) is completely 
voluntary and I have familiarized myself with the camp’s 
programs and activities in which my child will be participating. I 
recognize that certain hazards and dangers are inherent in the 
Camp’s programs particularly, but not limited to horseback 
riding, lake and pool swimming, water-skiing, wakeboarding and 
all other water sports/recreation, rock climbing, hiking on 
mountain trails, circus arts, flying trapeze, tetherball, high and 
low ropes course, zip line, cycling on mountain trails and public 
roads, land and water sports, athletic competition including 
bodily contact and contact with equipment and balls, inter camp 
games, lacrosse, basketball, archery, mountain boarding, 
skateboarding roller blading, use of power tools and equipment 
in certain creative arts activities, and travel in camp-owned and 
leased vehicles. I acknowledge that, although Camp Pillsbury has 
taken safety measures to minimize the risk of injury to camp 
participants, the Camp cannot ensure nor guarantee that the 
participants, equipment, premises, and/or activities will be free 
of hazards, accidents or injuries. I recognize these risks and 
hereby assume these risks and agree to hold harmless and 



hereby release Camp Pillsbury, its directors, owners, agents, and 
employees from all liability for loss, damage, injury, or illness to 
the camper or camper’s property related to his/her participation 
in the camp program. Furthermore, I have instructed my child in 
the importance of knowing and abiding by the Camp’s rules, 
regulations and procedures for the safety of camp participants, 
the requirement that campers attend scheduled activities and 
remain supervised at all times, and my child has agreed to do so. 
I am also in agreement.  

私が、私の子供のキャンプPillsburyとその活動（キャンプ

内外）の参加は完全に自主である事を理解と証明し、私は

私の子供が参加されるキャンプのプログラムと活動を習熟

しています。私はキャンプの特定のプログラムに固有の有

害性や危険性があるのを認識し、でも、乗馬、湖とプール

水泳、水上スキー、ウェイクボード、および他のすべての

ウォータースポーツ/レクリエーション、ロッククライミ

ング、登山道のハイキング、サーカス芸術、空中ブラン

コ、テザーボール、ハイとローのロープコース、ジップラ

イン、登山道や公道でのサイクリング、陸と水中スポー

ツ、機器とボールでの接触と身体的な接触を含む運動競

技、インターキャンプゲーム、ラクロス、バスケットボー

ル、アーチェリー、マウンテンボード、スケートボードロ

ーラーブレード、特定の創造的な芸術活動に電動道具や機

器の使用、キャンプ所有の専用車両の旅行、これらに限定

されません。 

私はキャンプPillsburyがキャンプの参加者の傷害の危険

性を最小限に抑えるために安全対策を講じているが、キャ

ンプは確実でも参加者、機器、施設、および/または活動

は危険、事故や怪我が全くない事を保証できない、と言う



事を認めています。私は、これらのリスクを認識と想定

し、免責する事に同意し、キャンプPillsbury、その取締

役、所有者、代理人、および従業員はキャンパーのキャン

ププログラムの参加に関る財産の損失、損害、人のけが、

病気の全ての責任を免除します。また、私は、キャンプの

ルール、規制、キャンプ参加者の安全のための手順、キャ

ンパーが予定活動に出席し、又常に監督される事の要求を

遵守する事の重要性を私の子供を指示しました、私の子供

がそう行動する事に合意しました。私も同意します。 
 
Camper may use hazardous equipment, may participate in any 
activity/trip including organized by the camp staff on/off camp 
grounds and may travel, when deemed necessary by the camp 
via the public carrier. Camper may not leave camp grounds 
without the direct permission of the camp director. By its very 
nature camp is situated on terrain that may include undulations, 
tree roots, rocks and other characteristics that make mobility 
more difficult. We therefore strongly suggest that all campers 
and guests take extra care when walking across our campus. We 
also suggest that sturdy walking shoes be worn, and that no 
sandals or flip flops be worn when attending or visiting camp. 
Failure to follow these instructions will increase the risk of injury.  

キャンパーは、公共のキャリアを介して、キャンプが必要

と認めた時、危険な機器を使用とオン/オフのキャンプの

敷地でキャンプのスタッフが主催するあらゆる活動/旅行

に参加するかもしれません。キャンパーはキャンプディレ

クターの直接許可なくはキャンプ根拠を離せないかもしれ

ません。その特徴で、キャンプは起伏、木の根、岩や他の

移動が困難させる地形に位置しています。したがって、



我々は、キャンパスを歩く時、全てのキャンパーとゲスト

は細心の注意を取る事を申し入れます。また、頑丈なウォ

ーキングシューズを着用し、キャンプを出席や訪問する

時、サンダルやビーチサンダルを着用できない事を申し入

れます。これらの指示に従わないと、怪我のリスクを増加

します。 

 
Authority is granted without limitation to the camp in all medical 
matters to hospitalize/treat/order injection/anesthesia/surgery 
for the camper. The parent is responsible for all pre-existing 
medical conditions, out of camp 
medical/surgical/hospital/pharmaceutical/dental and for 
providing adequate quantities of necessary medications in a 
pharmacy container with doctor’s instructions.  

キャンプは、キャンパーのすべての医療事項、入院/治療/

オーダー注射/麻酔/手術を無制限に権限が付与されます。

親がすべての既存医療状況の費用と、キャンプ外の医療/

手術/入院/薬剤/歯科の費用に責任を持ちます。又、医師の

指示で薬局の容器に必要な薬剤の適切な量を提供します。 

Camp is not responsible for damage/loss/safety of clothing, 
electronic equipment/effects such as and including musical 
instruments, IPad and cell phones used during the camper’s stay. 
The camp specifically advises campers not to bring 
jewelry/cash/valuables to camp.  

キャンプはキャンパーが滞在中の衣料品、電子機器/類似

機器、例えば音楽機材、IPad、携帯電話の破損/損失/安全

に責任を負いません。キャンプは、キャンパーに宝石/現

金/貴重品を持たない事を特別に助言します。 

 



During the camp season, the camper and his/her parents agree 
to abide by the camp rules and regulations for the 
health/safety/welfare of the campers and camp community.  
Smoking, possession of or in the presence of, or use of 
tobacco/narcotics/liquor/ or other intoxicant or non-prescription 
drug on/off the camp grounds is expressly forbidden. Violations 
of these rules or other reasonable regulations will result in 
dismissal from camp without tuition rebate.  

キャンプのシーズン中、キャンパーと彼/彼女の両親は、

キャンパーとキャンプ地の健康/安全/福祉の為のキャンプ

規則および規制に従う事を同意します。喫煙は、キャンプ

地内外でタバコ/麻薬/酒/またはその他の酔わせか、非処方

薬の所持と存在を明確に禁止されています。これらの規則

またはその他の合理的な規制の違反は、授業料の払い戻し

なしでキャンプから解雇になります。 

 
The camp reserves the right to dismiss any camper whose conduct 
is unsatisfactory or inimical to the camps best interest without 
tuition rebate.  
The camp program may include public performances and 
permission is hereby given for the camper to take part in such 
performances on/off camp grounds without compensation. The 
camp may use 
photographs/statements/articles/names/music/art/films/video 
footage of/by camper in promoting camp/camp related 
activities/publication/advertising/exhibitions.  

キャンプは、遺憾な行動するキャンパー、又はキャンプの

最高利益に有害するキャンパーを授業料の払い戻しなし

で、解雇する権利を保留します。 



キャンププログラムは公演を含んでいるかもしれません。

キャンパーにキャンプ地内外で補償なしでこのような公演

に参加する事を許可されます。キャンプは写真/声明/記事

/名前/音楽/アート/映画/キャンパーがキャンプ促進為の

ビデオ映像/キャンプ関連の活動/出版物/広告/展示品を使

用してもよいです。 

 
I understand that part of the camping experience involves 
activities and group interactions that may be new to my child, 
and that they come with uncertainties beyond what my child may 
be used to dealing with at home. Such risks include uneven 
terrain, standing and moving water, forested and other areas 
that may result in wildlife encounters including mammals, reptiles 
and insects that could result in infections and various insect-
transmitted diseases. In addition, there are certain unavoidable 
risks associated with various game and play activities such as 
collisions, wayward objects such as balls and other equipment 
and other risks. I am aware of these risks, and I am assuming 
them on behalf of my child. I realize that no environment is risk-
free, and so I have instructed my child on the importance of 
abiding by the camp’s rules, and my child and I both agree that 
he or she is familiar with these rules and will obey them. 

私はキャンプ経験の一部が私の子供にとって新しい活動や

グループ間対話を含むかもしれない、これらは私の子供が

家庭で慣れた対応方法を超えた不確実性である事を理解し

ています。このようなリスクは、不整地、静水、流れ水、

森林や他のエリアで、感染症やさまざまな昆虫感染症をも

たらす可能性の哺乳類、爬虫類や昆虫などの野生動物に出

会うかもしれません。また、様々なゲームや遊びに、例え

ば、衝突、ボール、他の機器や他のリスクのような漫然物



体に関る特定の避けられないリスクがあります。私は、こ

れらのリスクを認識していて、私の子供に代わって、それ

らを想定しています。私はどんな環境でもリスクがある事

を認識し、そして、キャンプのルールを遵守することの重

要性を私の子供を指示しており、私の子供と私が彼または

彼女はこれらのルールに精通しているし、それらに従う事

を同意します。 

 
I agree that any dispute concerning, relating, arising out of or 
referring to the subject matter of this agreement shall be 
resolved exclusively by binding arbitration in Steele County 
Minnesota USA, according to the then existing commercial rules 
of the American Arbitration Association and the substantive laws 
of the state. The arbitrator and not any federal, state or local 
court or agency shall have exclusive authority to resolve any 
dispute relating to the interpretation, applicability, 
enforceability, conscionability, or formation of this contract, 
including but not limited to any claim that all or any part of this 
contract is void or violable.  

私は、本契約の主題に関するいずれかの紛争が、米国仲裁

協会既存の商業規則および州の実質の法律により、アメリ

カミネソタ州スティール郡に拘束力のある仲裁で解決され

る事を同意します。連邦、州または地域の裁判所又は機関

ではなく、仲裁員は、本契約の解釈、適用性、法的強制

力、公正、または形成に関連する紛争(本契約の全部また

は一部の無効または違反に関するクレームを含む、でも限

られない)を解決する独占的な権限を持っています。 

 
Enclosed with the agreement is $1,000 or full payment. Payments 
on account of tuition (less a $700 non refundable/non 



transferable registration fee) will be refunded if requested 
before April 1st. No refunds will be made to those who cancel 
after April 1st. All refunds will be made on or about May 1st. 
Balance of tuition must be paid by May 1st.  

千ドルまたは全額の支払いは契約に添付されています。 4

月1日の前にキャンセルを要求された場合、授業料の口座

支払いは返金されます (700ドル以下返金不可/非譲渡登録

料）。4月1日後キャンセルの人に、返金はしません。全

ての返金は5月1日頃します。授業料の残額は5月1日まで

支払われなければなりません。 

 
Accounts with balances that remain unpaid after May 1st will 
forfeit all tuition discounts (including early registration discounts 
and first time camper discounts). Payments are due on the 
following dates March 15 and May 1st. Any camper that is 
registered after May 1st must be paid for in full at the time of 
registration. * We charge your card listed above on these dates, 
unless you request otherwise.  

5月1日の後に授業料の残額は未払いの場合、すべての割

引は失います（早期登録割引と初キャンパー割引を含

む）。お支払いは3月15日から5月1日までの期間です。 5

月1日以後に登録するキャンパーは、登録時に全額支払け

ればなりません。*あなたが要求すれば、私たちはこれら

の日に、請求書をあなたの上記のカードに記入します。 

 

Date 日付 ______________ 

Parent/Guardian 両親/保護者 ______________ 


