
福井県・京都府・大阪府・福井市
福井県教委・滋賀県教委・京都府教委・福井市教委・
鯖江市教委・坂井市教委・大野市教委・京都市教委
・宇治市教委・八幡市教委ほか

（2016年11月1日現在）

3コース 計5組開催！ 先着順にて申込受付中！

2017年12月23日（土）～2018年1月6日（土）



NPO法人
自然体験共学センター
理事長 細川和朗

私たち自然体験共学センターの活動では

『子どもたちが主役となる活動』をつくり
参加する仲間が互いに学びあい、成長することを目指しています。
会場となる福井県福井市上味見（かみあじみ）地域では例年、雪が良く降ります。
今回の活動では雪をはじめとした自然とのかかわり、初めて出会う仲間たちとの暮
らしを交えた体験を通して、子どもたち自身の豊かな学び・経験につなげていきます。
今の時代はあらゆる場面で、“便利”となっています。インターネット上で買い物ができ
たり、ロボットが掃除をしてくれたりなどなど・・・
私たちの暮らしは便利になり、楽しく、豊かになった、と言えるかもしれません。
しかし、“手間をかける”ことが減っている側面があるのではないでしょうか。
言い換えれば「自分たちでつくる、行動する、苦労する」機会です。
冬の里山自然遊楽では、子どもたちが活動の中で色々なことに取り組みます
食事をつくり片づける、身の回りの整理整頓をする、といった
普段は誰かが用意したり、手伝ってくれることを自分たちでしなければいけません。
もちろんあそびも、自分たちでルールや仕組みを考え、楽しさを創りだしていきます。
こうしたひとつひとつの“手間をかけた”体験、仲間との関わりから、

楽しさや達成感、面白さを味わってほしいと思っています。
子どもたちがのびのびと活動し、生きる力、自然・環境・仲間・生活を大切に思う
心が育まれていくことをサポートできるよう、主催者、関係者一同万全の準備と
安全対策、自己研鑽に努めながら、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます





コース名 コース名称 日程
泊
数

定
員

対象

ビギナー
S1組 12月23日（土）～25日（月）

2泊

各
20
名

小1～小6
S2組 12月25日（月）～27日（水）

小1～中3
ベーシック

B1組 12月27日（水）～30日（土）
3泊

B2組 1月3日（水）～1月6日（土）

チャレンジ C組 12月30日（土）～1月3日（水） 4泊

のつまた館

田んぼと山に囲まれた木造の民家
で、こたつや薪（まき）のある

くらしを体験しながら
かみあじみ村で
自然あそびや工作などを行います。
他にも、
のつまた館でのかくれんぼやきも
だめし、パーティーなどなど…
室内でのあそび場にもなります

3つのコースを簡単に紹介！今年から新たにコースを設定しました！

ビギナー（Ｓ組）

かみあじみ村の冬って
どんな感じだろう？
寒いの苦手だけど
「ちょっとチャレンジ」
したい人におススメ！

冬のかみあじみもいっぱい楽しみ
たい！子どもたちの力で楽しい時
間をつくってみたい！など
「ふつうにチャレンジ」
したい人におススメ！

ベーシックでは物足りない！
年越しカウントダウンにおせ
ちづくりなど、
1年に1度しかない、かみあ
じみ村の冬を誰よりも楽しみ
たい人におススメ！

チャレンジ（C組）ベーシック（Ｂ組）





※積雪状況について
昨年、一昨年と積雪が少ない傾向となっております
（期間通して5センチ程度）内容が限られる可能性があり
ますが、日々の自然状況によるため確約できません。
予めご了承ください



C組限定



C組：おせちづくり B組C組：そばうち

B組・C組対象



セーフティトークの徹底
活動初日『キャンプのおきて』（P3-4参照）の確認を必ず行います。参加者全員で守っていき
たいことを確認に“自分の身は自分で守る（オウンリスク）”を全体で共有します。
活動中も、けがをしないためのポイントなどを子どもたちと確認しあっていきます

フィールドの把握

WSO（世界安全機構）公認、MFA国際救命救護法の取得

ボランティア研修における安全講習の実施

AED（自動体外除細動器）の常設

食の安全

安全・衛生ガイドラインの遵守

休息・睡眠時間の確保

スタッフミーティング

専門家との連携

山、川、利用施設などの活動場所はすべてスタッフが事前にフィールドチェックを行い、危険
個所の発見確認、把握に努めております。
気象条件も随時確認をし、変化などを想定しながら活動を行います。

本部スタッフにWSO（世界安全機構）公認の救急救命法MFAのインストラクター
および国際修了カードを取得した者を配置しております。

活動は、スタッフのほかに福井県・関西圏の社会人・大学生を中心としてボランティアスタッ
フの力で運営しています。そのため、ボランティアの安全意識の向上も活動では欠かせません。
初参加者への事前説明、研修として安全講習の機会を設けています。

命の尊さを真摯に受け止め、AED（自動体外除細動器）を2006年度より導入し
活動拠点（上味見生涯教育施設）に常設しています。

生活の基本としての『食』を通じた学びも大切です。使用する食材には地元で栽培された野菜
や地元の豆腐屋さん、養鶏場の卵を使用しています。また、農協で仕入れた新鮮な食材を使用
するほか、パンは保存料無添加・天然酵母のものを取り入れています。

安全管理、安全対策の側面から、体験活動における安全ガイドライン、食事作りなどにおける
衛生ガイドラインを設け、それらに沿って活動を行っています。また、食事作りにおいては、
食中毒の発生予防のために手洗い・アルコール消毒を徹底して行います。

活動での疲労を少しでも回復させるために、睡眠時間を8～9時間確保できるよう、21時就寝
を原則としております。またそれ以外にも運営責任者（長老）の判断で子どもたちの様子を見
ながら日中にも休息の時間を設定することもあります。

子どもたちの就寝後、スタッフ・ボランティア全員でミーティングを行います。子どもたちの
心身の安全を確認します。また、活動環境での危険を確認し、再整理するなどの共通理解を深
めていく場としていきます。

川の活動など、より専門的な知識や技術が必要な活動では、事前に専門家の方々に指導・協力
をいただいております。活動地区の山や森、川などの自然環境に関しては、地域の方からも日
常的にアドバイスをいただいております。



2017ふくい冬の里山自然遊楽 参加者募集要項

1．目的

自然環境教育や自然体験、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。
また福井や関西の子ども達など異なった地域・背景や年齢の集団生活・共同生活を通じて交流を深めるとともに、
自立心や協調性を育て、もって生きる力をより効果的に育みます。

2．参加資格

小学校1年生～中学校３年生。ただし、自分で参加を決意したもの。
各組の対象学年等は「8．日程・定員・参加費・対象」を参照ください。

3．主催・体制

プログラム企画： NPO法人自然体験共学センター（福井市中手町7-3）
電話：0776-93-2013 ※平日10時～18時 FAX：0776-93-2013（24時間受信可能）
協力旅行会社：（株）相互トラベル
後 援： 福井県、大阪府、京都府、福井市、福井県教育委員会、京都府教育委員会、

福井市教育委員会、鯖江市教育委員会、坂井市教育委員会、大野市教育委員会、
京都市教育委員会、宇治市教育委員会、八幡市教育委員会（2017年11月1日現在）

4．開催場所

・福井県福井市上味見地域、福井市上味見生涯教育施設、上味見地域民家（のつまた館）および周辺他

5．集合・解散

●会場までの移動は、㈱相互トラベルより委託されたバス会社でのバスでの移動になります。
いずれもセンタースタッフもしくはボランティアが同行します。（集合から解散までは団体行動となります）

●集合解散地の変更は各組開始10日前までにお申し出ください。
それ以降は、差額が生じた場合でも返金いたしかねますのでご注意ください。

●集合解散場所の詳細（地図など）は12月中旬発送予定の「最終お知らせ」の際にお知らせします。
●集合解散場所で利用場所が変わる場合は、それぞれ片道分の料金となります。
例）集合京都／解散草津ご利用の場合 4,000円+3,200円＝7,200円のバス代となります。

集合解散場所 集合時間 解散時間
バス負担金

片 道 往 復

現 地 14：30 8：30 ― ―

名神高速 多賀ＳＡ 12：40 9：20頃 3,000円 5,600円

名神高速 草津ＰＡ 12：00 10：00頃 3,200円 6,000円

J R 京 都 駅 11：20 11：00頃 4,000円 7,800円

※多賀SAおよび草津PAは、京都・福井方面のバスへの途中乗降となります。
集合解散場所にスタッフはおりません。バス到着後に受付となりますのでご了承ください。

6．保 険

当センターでは活動中の事故また、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。



7.申込方法／キャンセルについて

P13「申込方法」P14「キャンセル方法」をご覧ください

8．日程・定員・参加費・対象について

●内容・日程・集合解散などとあわせてご希望の組をお決めください。
●組を連続しての参加など、複数組の参加も可能です。
●参加費には通信費、材料等消耗品費、体験プログラム費、その他本活動企画運営に必要な諸費用が含まれます

（バス負担金は含まれません）

9.キャンプのスケジュール

以下2種類の割引を設けています。申込用紙の所定の欄にご記入ください。
センターで確認後、お申し込みいただいた参加費より割引させていただきます。

11．報告方法

活動終了後のご報告を、下記の方法で行います。
＊終了報告・ふりかえりシート・集合写真 ： 活動ファイルに綴じてお返し
＊ホームページでの活動写真掲載 ： 全日程終了後2週間を目安に、各組１５枚程度の写真を掲載

12．主催者側がキャンプを中止と判断した場合について

天災（地震・台風・大雪）やその他の理由（インフルエンザ・キャンプ開催地に深刻な被害のある場合など）
により主催者側（自然体験共学センター）で安全にキャンプができないと判断した場合、FAX・E-mail
・お電話など申込書に記載いただいた連絡先に直接ご連絡させていただきます。
なお、交通災害等により日程に支障を来たし予定通りキャンプが実施できないと判断して中止する場合
も含みます。ご了承ください。 主催者側がキャンプ中止の判断をした場合、納入いただいた参加費より
返金手数料として一律 1,000 円を除いた額を返金いたします。
（キャンプ開催後の天災などの不可抗力な原因による活動期間の短縮の場合は返金できません。
あらかじめご承知おきください。

10．各種割引について

名称 割引内容 割引対象者

リピーター割引 1,500円／1人

以下のいずれかの活動に1回以上、参加経験のある方
16・17ふくい夏の自然体験キャンプ／16冬の里山自然遊楽
16・17関西キャンプ（なら春・秋キャンプ、しが春キャンプ）
17ふくい森の子自然学校の活動／17福井市自然体験交流推進協議会の活動

友達、兄弟姉妹割引 500円／1人 兄弟姉妹、もしくはお友達と2名以上でお申込いただいた方

コース名
コース
名称

日程 泊数 定員 対象
参加費
（税込）

ビギナー
S1組 12月23日（土）～25日（月）

2泊

各
20
名

小1～小6 21,000円
S2組 12月25日（月）～27日（水）

ベーシック
B1組 12月27日（水）～30日（土）

3泊
小1～中3

29,000円
B2組 1月3日（水）～6日（土）

チャレンジ C組 12月30日（土）～1月3日（水） 4泊 39,000円
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四季折々に移り変わる｢自然｣と，先人の知恵に溢れた｢暮らし｣，そして，ここに集う多くの｢人たち｣と，

『共に学び・共に成長する』ことを理念としています。

自然から学ぶ

くらしから学ぶ

人から学ぶ

3つの理念

役職 役員名 活 動 内 容 等

理事長 細川 和朗
自然体験活動指導者（リーダー）、RACリーダー、プロジェクトラーニン
グツリー（ＰＬＴ）ファシリテーター、Wildemess First Aid（WFA）

理事 長田 正信 農家，元JA花咲ふくい理事

理事 土田 和希人 森と住まい研究家

理事 村上 忠明 ＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育センター特別代表、Kids'AU代表

監事 川横 奈緒美

役職員一覧

自然体験共学センターのミッション

地球と地域の持続可能な社会の構築に貢献

４６億年前に生まれた地球は，空気と緑と土と水に恵まれ，多様な生き物が生きています。その多様な
生き物の一つである私たち人間の諸活動により。地球温暖化問題，急激な経済開発。環境汚染。人口爆発等
様々な問題が起こっています。

私たちは，このまま人間の諸活動が進んでいくことに強い危惧を覚えます。地球全体での様々な循環，そ
して人間が生きていく基盤でもある地域での様々な循環が断ち切られることなく繋がっていくことが大切だ
と考えます。こうした自然の様々な循環と経済・開発活動のバランスがとれた社会の構築に貢献していきた
いと考えます。

その目的に達する様々な手法やアプローチがあるなかで，私たちは人間が自然に触れ，慣れ親しみ，感動
する心や自然を大切にする気持ちを育てたり，人と人とのっながりや人と自然が共存することの大切さを理
解Ｌ，行動する人が増えていくことが大切であると考えます。そのように理解し行動する人が地域で世界で
つながり。共に学び，協働し。その輪が広がっていくことを強く願います。

私たちの活動では,参加者，サポータ一,地域の人,スタッフなど関わる全ての人が先生であり，
すべての人が生徒です。つまりは，全員が共に学び合う仲間なのです。子どもだからこそもっている自
由で奔放な発想，ボランティアの熱い想い･探究心，地域の人たちが先人から受け継いできた知恵…，
それらをスタッフがコーディネートし共に学びあっていく｡
そんな関係をこれからも創り続けていきたいと考えています。

先人たちはその土地にあった生活ス:タイルを生み出してきました。
北には北の,南には南の風土に合わせた生活文化があります。私たちは表面的に楽しいという活動だけで
なく,地域に根づいた｢暮らし｣というものを参加者に体験してもらいたいと考えています｡食べること,寝
ること,感じること,触れること，訪ねること…｡それらすべては｢暮らし｣と密接に関わっており,現代の私
たちにとっては手間のかかる不便な生活だからこそ，多くの学びの要素が含まれているといえます｡仲間
や地域の人たちと一緒に笑いながら，暮らしながら，不便さから学ぶカを養いたいと考えています。

自然の構造は複雑でいて明瞭且つシンプルなもの。朽ちた木から新たな芽がひらく，清流
に戻る生き物たち，季節をそっと告げる風や木々…。かつて生まれた文明のほとんどが，自然の
恩恵に感謝し，自然に畏敬の念をいだいてきました。
自然の流れというものは，現代の私たちにとっても生きる上での多くのことを語りかけてくれて
います。単に癒しということではなく,ゆっくりと目を向け，じっくり耳を傾けることによって，
自然はより多くの｢気づき｣を私たちに与えてくれると考えています。



保護者説明会 ※冬の活動に初めて参加される方

初めてキャンプに参加される方、冬の活動に関して疑問や不安に思っておられる方を対象とした
「17ふくい冬の里山自然遊楽 保護者説明会」を開催します。
“スタッフはどんな人？”“持ち物についてもう少し詳しくききたい”“安全対策は？”など
参加者、保護者様の質問、不安に実際にキャンプを運営するスタッフがご説明させていただきま
す。※保護者説明会への参加は必須ではありません
なお、会場の都合等から少しでも多くの方に参加いただけるよう
【ひと家庭につき3名】までの参加とさせていただきます。
ご理解とご協力のほどをお願いいたします。

● 日 時：12月10日（日）10：30～12：00（10：15より受付）
● 場 所：アスニー山科 研修室2
● 定 員：20名（保護者、お子様含めて）
● 参加費：無料
● 申込方法

＜17ふくい冬の里山自然遊楽と一緒に参加申込の場合＞
申込用紙、様式の所定の項目に参加希望をご記入、ご入力ください。
※記入・入力もれにご注意ください。
＜別途、説明会のみ申込される場合＞
必要事項【説明会参加者氏名、ふりがな※3名まで】【参加希望のお子様の学年】

【郵便番号】【住所】【電話番号】
を記載のうえ、郵送、FAX、メールにてお申込みください。
※申込多数の場合は参加承諾者（参加内定者）を優先いたします。ご了承ください。

12
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申込方法

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、
またはインターネット申込フォームにご入力ください

～申込時注意事項～
＜共通＞
□申込者1人につき1枚・1件の申込が必要です
□参加の際の重要な情報となるため、詳細にご記入ください。
□記入漏れ・入力漏れがあると受付できない場合があります。
□友人、兄弟姉妹での参加希望の場合
「記入・入力いただいた方、全員分の申込」

が確認できた時点での同時受付となります。
→漏れがある場合は受付が遅れます。ご注意ください。

※未記載の方が後日申込された場合、既に定員となっていた場合
はキャンセル待ちあるいは参加不承諾での受付となります。

＜インターネット申込＞
□【郵便番号】【住所】【電話番号】【メールアドレス】
の誤記入による通知不達、トラブルが過去多数発生しております
送信前のご確認を十分におこなってください。

②申込
募集締め切り
【第1次締切】
→12/11（月）
【第2次締切】
→12/18（月）

【郵送】【FAX】【インターネット】にて受付
※電話申込での受付は行いません
【郵送 宛先】

〒910-2464 福井県福井市中手町7-3
NPO法人自然体験共学センター

【FAX】
0776-93-2012 ※1回線

【インターネット】
“自然体験共学センター”

ホームページ内に入力ﾍﾟｰｼﾞを設置

◆注意事項◆
【FAX】
・1回線での受付となります。混雑する場合がありますので
あらかじめご了承ください。
※送信後の到着確認のご連絡は30分をめどにお願いいたします

0776-93-2013（平日10時～18時）

【インターネット】
・郵便番号／住所／電話番号／メールアドレス
の誤記入による通知不達、トラブルが過去多数発生しております
送信前のご確認を十分におこなってください。



入金方法・キャンセル・組移動

12月13日～1月5日

1、入金方法について（詳細は、申込後にお送りする「参加の手引き」にて案内いたします）
参加承諾書に同封する「振込用紙」に記載の金額を書類到着後10日以内をめどにお振込みください。

2、キャンセルについて
申込書提出後、キャンセルが発生した場合は、主催者まで必ずご連絡ください。
電話での受付はいたしません。
書類（郵送、FAX、Eメール）での連絡、到着時点でキャンセル受理となります。
参加費未納はキャンセルの意思表示とはなりません。ご注意ください。
未納の場合でも、無連絡のまま活動キャンセルとなった場合は参加費全額を請求させていただきます。

＜キャンセル方法＞
【参加者氏名】【参加日程】【連絡先】を明記のうえ
郵送／FAX／Eメールにてご連絡ください。※電話不可

＜キャンセル料＞
出発日（活動初日）を基準として以下のとおり、キャンセル料金を申し受けます。
※ここでの参加費には、バス負担金も含まれます

キャンセル料

14日前から8日前 入金額の4分の1

7日前から前日 入金額の2分の１

当日以降 全額

＜返金事務手数料＞
1件につき1,000円を申し受けます（現金書留代、郵送代、資料印刷代等として）

＜返金方法＞
キャンセル料・返金事務手数料を除いた差額を現金書留にてお戻しいたします。
原則、キャンセル後10日以内に対応いたしますが、キャンプの直前準備・運営期間となる
【12月13日～1月3日】のキャンセル者返金は、全活動終了後の1月中旬の返金となります
あらかじめご了承ください

３、組移動・集合解散場所変更について
＜移動方法＞

FAX・Eメール・郵送のいずれかにて自然体験共学センターまでご連絡ください。（電話不可）
記入例：「2組から3組への移動希望 参加者氏名 連絡先」

「集合場所：京都駅から草津PAに変更希望 参加者氏名 連絡先」

自然体験共学センター事務局にて受理後、『移動、変更に伴う通知書』を郵送いたします。
※移動により差額が発生した場合は、振込や返金について別途ご案内いたします。

＜注意事項＞
・変更を希望される日程が定員の場合、キャンセル待ちもしくは参加不承諾での受付となります。
・組移動、集合解散場所移動に伴う手数料は無料です。

※個人情報保護について
◆お申込み、お問合せいただいた方より取得した氏名、住所等の個人情報は厳重に管理・保管し
本活動を含めた自然体験共学センターの事業以外を目的とした第三者への開示等と一切いたしません

◆今後、当センターより各種案内などを電子メール、郵便等で皆様へ送信もしくは送付させていただく
ことがございます。これらは皆様の申し出により取り扱いを中止することができます。
◆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などを介して今後の
活動紹介の資料などに活用させていただく場合があります。
また、参加ボランティアの活動報告などに際して写真の提供を行う場合は、当センターで確認、承認し
たもののみを対象とします。



京都・草津からの乗車参加者のみ／おにぎりなど、簡単に食べられるもの





これまでの冬の里山自然遊楽の様子

昨年度(2016年12月～2017年1月開催）
の活動には77名の子どもたちが

上味見で冬を過ごしました。
雪がないあるいは少ない状況となりましたが、
森で木登りや草木あそびをしたり、雪が降った
際には雪合戦や雪だるまづくりをしました。
民家では
みんなでゲームやかくれんぼ、肝試しのほか
ご飯づくりにも挑戦しました。
参加者ひとりひとりが協力しながら、楽しい時
間をつくり。仲間となって仲良くなり、家族の
ように和気あいあいとした雰囲気で過ごす事が
できました。





問合せ／連絡先
TEL：0776-93-2013

（平日10時～18時）
FAX：0776-93-2012
MAIL：mail@kyougaku.com


