
東日本大震災および福島原発事故の影響で、福島の子

どもたちは外での活動が制限されています。福島の子ど

もたちが、福井の自然のなかで思いっきり遊べる環境を

提供しようと、2011より長期休暇期間で受入をしてお

ります。当協議会、および構成団体である自然体験共学

センターのキャンプにおいて福島のこどもたちを受入れ

ております。
（2011年度４５名、2012年度53名、 2013年度６１名

会場は福井市・小浜市）

福島と福井がつながり、福島のこどもを福井で受け入れ、

福福子どもの笑顔プロジェクトとは？

福井市自然体験交流推進協議会とは？

キャンプではこんなことするよ

社会全体で福島のこどもた

ちを支える状況づくりをめ

ざそうと、＜福福こどもの

笑顔プロジェクト＞として

今後も継続して取り組んで

いきます。

福井市の東部地域（福井市東郷地区、美山地区（旧美

山町））にて、学校等の行う自然体験活動や農林業体験、

また、農山村交流体験などを受入れるために、自然体験

活動を行うNPO法人自然体験共学センター、および地域

の地域団体とが連携をし、2010年3月に発足した協議

会です。

現在は、学校等の教育旅行の受入、および、地域の地

域財を活かしたグリーンツーリズム、エコツーリズムの

企画・運営を行っております。

今回の福福子どもの笑顔

プロジェクトもそれらの活

動であり、地域の方にもご

協力いただき、福島の子ど

もたちが1週間楽しく過ご

せるように受け入れの準備

を進めております。

かわあそび ホームステイ

ハイキング

足羽川で川遊びを行うよ。

川流れに、生き物探し。。。

夏の川遊びはきもちい～い！

福井のお家に1泊するよ。

おじいちゃん、おばあちゃん

のおうちに行くみたい?!

古い街並みをみんなでハイ

キング。どんな出会いがあ

るかな。

キャンプファイヤー

大きな火をかこんで、ゲー

ムをしたり、歌を歌った

り・・・。楽しい夜のまく

あけだ～。

やがいすいはん
みんなで火を起こして、包

丁で材料を切ってごはんを

作るよ。みんなで作ったご

はんはと～てもおいしいよ。

クラフト
どんなものがつくりたい?!

のこぎりを使って、自分だ

けの作品を作ろう!!

（写真は昨年度までのものです。内容が変更になる場合もありま

すので、予めご了承ください）
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福福子どもの笑顔プロジェクト 2014夏 参加者募集要項
1. 名 称

2. 目 的

3. 参加資格

4. 主催・体制

5. 場所・連絡先

6. 期間・日程

7. 集合・解散

8. 安全確認

福福子どもの笑顔プロジェクト 2014夏

小学1年生から中学３年生（2014年度）。ただし、自分で参加したいと思ったもの。
なお、小1～小3年までは1泊以上のキャンプ経験者。

主 催・プログラム企画：福井市自然体験交流推進協議会
共 催：NPO法人自然体験共学センター
後 援：福島県教育委員会

場 所：活動場所→福井市少年自然の家（福井市脇三ヶ町６６－２－１０）。および福井市東郷地区
宿泊場所→福井市少年自然の家、ホームステイ（1泊）

連絡先：福井市自然体験交流推進協議会（福井市大手２－１６－３７）
TEL：077６－21－2216（平日10時～17時） FAX：077６－24－8603
※キャンプのお問い合わせは、全て主催者にお問い合わせ下さい。
※キャンプ開催日までの電話受付時間は10時～17時までとさせていただきます。
※キャンプ中の電話は原則としてお断りしています。

終お知らせ送付時に運営責任者業務用携帯電話をお伝えいたします。

期間：下記、日程にて開催いたします。
参加費：食費・材料消耗品費・通信費・その他活動の運営に必要なその他諸経費が含まれます。

期 間 日 数 定 員 参加費

2014年 8 月 18 日（月）～ 24 日（日） 6 泊 7 日 30名 25,000円

集合・解散は以下となります。保護者様の方で、各集合解散地まで送迎いただきますようお願いいたします。
集合・解散場所の詳細については、7月下旬にお送りする 終お知らせをご参照ください。

集合解散地 集合解散場所 集合時間 解散時間

福島市内 JR福島駅周辺を検討 ９：００ １７：3０（予定）

郡山市内 JR郡山駅周辺を検討 １０：００ １６：3０（予定）

各活動フィールド、施設、移動手段等は、安全確認済みのものです。当センターでは活動中の事故などに備
えて、ＷＳＯ（世界安全機構）公認救命救急救護法の国際修了カードを取得した主催者スタッフを現地に配
置しております。また、万が一に備えて主催者側で下記の通り保険に加入します。有事の際は、主催者側の
有無にかかわらず、その保険によって保障あるいはお見舞いいたします。

本キャンプにおいて主催者が加入する保険

契約保険会社：富士火災保険会社
死亡：2,000万円 入院：１日３,000円 通院：1日1,５00円
身体賠償：1億円 財物賠償：500万円 （通院・身体賠償・財物賠償は免責あり）

・福島の子どもたちが、福井の自然のなかで思いっきり遊べる環境を提供します。
・自然体験・生活文化体験を通じて、子ども達の自然環境・生活文化への興味関心を醸成します。
・福島の子どもたちが年齢や生活背景の違いを越え、集団生活・共同生活を通じて協調性を育み、自立心、

自然との接し方などを学び、もって生きる力をより効果的に育みます。

10. 指導者（スタッフ・ボランティア）について

本キャンプにかかわる主催者の役員・職員の多くが、日本 大の自然体験活動推進協議会(通称：CONE）の指
導者育成制度でトレーニングをつみ、トレーナー・インストラクター・リーダーなどの資格を有し、民間では
世界 大規模の国際救命救護法MFA(成人・小児など)も修得しています。また、ボランティアに対しても自然
体験活動リーダー資格取得講座を設け、専門技能習得を奨励しています。
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11. 申込方法と参加承諾システム

13. キャンセルについて

14. 持ち物

15. 報告について

16. 個人情報保護について

17. 連絡先・お問い合わせ先

申込方法については、4ページの「申込方法とキャンプの流れ」を確認の上、お申し込みください。

申込書提出後、キャンセルが発生した場合、その旨を必ずご連絡下さい。
キャンセル料については、出発日を基準としてキャンセル料金を申し受けます。
出発日の１４日前から８日前は参加費の4分の1、７日前から出発前日は参加費の2分の1、出発当日以降
のキャンセルは全額申し受けます。なお、返金事務手数料代として一律1,500円申し受けます。
また、キャンセルはＦＡＸ・Ｅ－Ｍａｉｌ・はがきのいずれかの方法で早めに主催者までご連絡下さい
（電話不可）。主催者に書類などが到着した時点でキャンセルの受理といたします。

※参加費を納入しないことは、キャンセルの意思表示にはなりませんのでご注意下さい。

持ち物は下記を参照にしてください。詳しくは 終お知らせに同封する「持ち物一覧」をご覧ください。

□水筒 □サンダル・水靴 □名札 □水着

□名札 □帽子 □はみがき・歯ブラシ □健康保険証のコピー

□着替え(ｼｬﾂ、靴下等) □雨具 □ビニール袋 □健康調査用紙

□長そで・ズボン □靴下 □食器類 □ 1日目のお弁当

□軍手 □新聞紙 □必要な人は常備薬

活動の報告については、以下の方法を考えております。詳細は 終お知らせをご覧ください。
① 福井市自然体験交流推進協議会facebookにて、活動の様子をご報告いたします。

② 集合写真、終了報告書（A4版）、お子様の書かれたふりかえりシート

③ 福井市自然体験交流推進協議会HPで活動の写真、コメントをアップ

●問合せいただいた方（以下 お客様）より取得した氏名･住所･電話番号等の個人情報は当センター方針に基
づき管理・保管しており、キャンプ以外の目的で第三者に提供、開示等一切いたしません。
●今後当協議会よりの各種案内・アンケートなどを、電子メール・郵便等によりお客様に送信もしくは送付
させていただく場合がございます。また、お客様のお申し出によりこれらの取扱いを中止させることができ
ます。
●活動中に撮影した写真・感想などの記録は、報告書・ホームページ・facebook・今後の募集活動資料等
に使用させていただく場合がございます。

（福井市自然体験交流推進協議会/個人情報保護ポリシーより一部抜粋）

→ 原則としてお断りしています。 終お知らせ送付時に運営責任者業務用携帯
電話 をお伝えいたします。

キャンプに関するお問合せ：福井市自然体験交流推進協議会

お電話でのお問合せ

FAXでのお問合せ

E-mailでのお問合せ

キャンプ期間中のお問合せ

→ 0776－21－2216（月～金1 0時～18時 土日・祝祭日除く）

→ 0776－24－8603（24時間受信可）

→ green@kyougaku.com（24時間受信可）

12. キャンプ説明会

キャンプの事前説明会を開催いたします。キャンプに参加する保護者・お子様に必ずご参加いただけるようお願い
しております。都合により説明会に参加できない場合は、事前に、当協議会までご相談ください。

【郡山会場】
日にち：7月12 日（土）
会場：郡山市立日和田公民館 会議室

（郡山市日和田町字小堰23-4）
時間：14:00～16:00 （13:30より受付開始）

郵便でのお問合せ → 〒910-0005 福井県福井市大手２－１６－３７

9. プログラム

共同生活、野外炊飯、森遊び、川遊び、キャンプファイヤー、工作、ホームステイ など
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【福島会場】
日にち：7月13 日（日）
会場：男女参画センターウィズ・もとまち 大会議室

（福島市本町2-6）
時間：14:00～16:00 （13:30より受付開始）



① 申込書記入
パンフレット（本紙）をよくご覧のうえ、所定の申込用紙にご記入ください。
＊申込書は参加の際のお子様の重要な情報となりますので出来るだけ詳しくご記入ください。
＊記入漏れ・入力漏れがありますと受付できない場合があります。
＊申込用紙はお一人様1枚となります。

② 申し込み

ご記入いただいた申込用紙を以下の方法で、お送りください。
＊お電話での申し込みは受付いたしません。
＊参加の決定については先着順とさせていただきます。（到着日時は主催者側ではお答えし
かねます。）

ただ今、申込受付始めております。

〒910-0005 福井県福井市大手２－１６－３７
福井市自然体験交流推進協議会『福福キャンプ２０１４夏』係

０７７６－２４－８６０３

～郵送における注意事項～
＊申込書が到着した時点で受付となります。残り定員数を越える同着の郵便物は、抽選とな
ります。
＊申し込み開始日より前に到着した申込書は、翌日10時受付となります。
＊配達日指定や配達記録などの利用をお勧めします。詳しくは 寄りの郵便局にお尋ねくだ
さい。

～ＦＡＸにおける注意事項～
＊申込書は両面記入のうえ、両面とも送信ください。
＊受付が完了しているかご心配な方は、送信後30分以降に確認のお電話をいただけると確

実です。

③ 参加承諾書
お知らせ送付

６月中にお申込みいただいた方は、7月上旬にお送りいたします。7月以降にお申し込みの
方は、申込受付後 10日以内にお送りいたします。

＊承諾書をもって参加の決定とさせていただきます。
＊2週間を経ってもご書類が届かない場合は、事務局までご連絡下さい。

④ 参加費入金

参加承諾書に同封いたします振込用紙にて、1週間以内に参加費をご入金ください。

＊領収書の発行をいたしませんので、必ず振込みの控えをお手元に保管してください。
＊また入金前であってもキャンセルの際は必ず書面にてご連絡ください。

⑤ 説明会参加

7月に行うキャンプ説明会にご参加いただきます。
※詳細につきましては、参加承諾書送付時に案内を同封いたします。

郡山会場；2014年 7 月 12 日（土）14：00～16：00 日和田公民館にて
福島会場；2014年 7 月 13 日（日）14：00～16：00 福島市立男女参画ｾﾝﾀｰにて

⑥ 終
お知らせ送付

説明会の時に 終のお知らせをお渡しいたします。
※集合解散場所の詳細、持ち物等の詳細をお渡しし、説明させていただきます。

事前説明会に参加できない方は、7月中旬に郵送にてお送りいたします。

⑦ ｷｬﾝﾌﾟ参加
お申込みいただいた集合場所に集合時間までにお集まりください。

※バス出発までは、保護者様の方でお子様を見て頂きますようお願いたします。

ただ今、
申込受付中！!

郵 送

ＦＡ Ｘ

申込〆切

7月11日（金）
まで

ただし、
定員になり次第、

申込は締め切ります
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