
2018 なら春キャンプ 参加者募集要項  

１．名 称                                                                                       

2018 なら春キャンプ 

２．目 的                                                                                     

・奈良、京都の子どもたちに自然体験、生活体験の機会の提供をするとともに、これらを通じて子どもたちの自然環境・生

活文化への興味関心を醸成する。 

・参加者自身が積極的にチャレンジできる環境を提供し、自分から意欲的に行動したり、考えたりする力を養う 

・新たなスタート（進級・進学）にあたり、第一歩を踏み出すきっかけとして、仲間との協力の大切さを感じる心を育む。 

３．参加資格                                                                                     

小学 1 年生から小学６年生（平成 29 年度在籍時の学年）。チャレンジする意欲がある者。 

４．主催・体制                                                                                   

プログラム企画：ＮＰＯ法人自然体験共学センター 

後 援：申請中 

５．場所・連絡先                                                                                 

場 所：奈良市青少年野外活動センター（奈良県奈良市阪原町２５－１）  

連 絡 先：ＮＰＯ法人自然体験共学センター上味見事務所（福井市中手町７－３） 

TEL：077６－９3－２013（平日 10 時～18 時） FAX：077６－９3－2012 

※キャンプに関するすべてのお問い合わせは、「自然体験共学センター」が窓口となります。 

※キャンプ開催日までの電話受付時間は 10 時～18 時までとさせていただきます。 

※参加が確定した方には、最終お知らせ送付時に運営責任者業務用携帯電話の番号をお伝えいたします。 

６．期間・日程                                                                                   

下記日程・集合解散場所（７．集合・解散の項を参照）等をご確認ください。 

参加費 ：食費・材料消耗品費・通信費・人件費・キャンプ運営に必要なその他諸経費が含まれます。 

 宿泊場所：奈良市青少年野外活動センター 宿泊室（施設泊） 

 入浴：原則なし（活動時間の確保を優先します。アトピー等のため入浴が必要な場合は個別対応となります） 

組名 期   間 日 数 定 員 参加費 

奈良 1 組 3 月 27 日（火）～28 日（水） 
１泊２日 

各日程 

45 名 

9,300 円 

（消費税込） 奈良 2 組 4 月 3 日（火）～4 日（水） 

 

 

 

 

 

 

7．集合・解散                                                                                          

現地集合 現地解散となります。 

＞＞＞送迎バス等の運行はございません、 

保護者様の方で、各集合解散場所まで送迎いただきますようお願いいたします 

 場所 集合時間 解散時間 

現   地 
奈良市青少年 

野外活動センター  
10：30 15：00 

●集合解散時間、場所等は変更になる場合がございます。 

 その場合、参加が確定した方にお送りする「最終お知らせ（活動前最終事務通知）」にてご連絡いたします。 

●奈良市内に会場名が類似した施設（奈良県
●

立
●

野外活動センター）がございます。 

 集合解散の際は、会場を間違えないようご注意ください。 

 

 

【割引制度について】 

本活動では友だち、兄弟姉妹割引として 500 円の割引を適用いたします。 

※申込書（申込フォーム）の「一緒に参加される兄弟姉妹・友だち」欄にご記入いただいた方が対象になります。 

 ※該当欄にご記入いただいた方の申込書がすべて到着・確認できた時点での受付となります。 

  →過去、上記を原因とした受付遅延が発生しております。申込の際はご注意ください。 



8．安全確認                                                                                       
各活動フィールド、施設等は、安全確認済みのものです。活動に向けて、事前の下見、施設との打ち合わせも行い、

安全な運営に最大限努力いたします。 

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。 

 

 

 

 

9．プログラム                                                                                     

子どもたちの希望（やりたいこと）を取り入れながら、屋内外での活動を実施します。 

自然観察、木工作、自然遊び、野外炊飯、キャンプファイヤー、自由遊びなど。 

しかし、自然相手の活動ですので天候等によって制限がかかる場合もございます。ご了承ください。 

また、「キャンプのおきて」を確認しながら活動を進めていきます。 

 

10．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。 

また、会場周辺（奈良市）にて何らかの警報が発令された場合、施設そのものが閉鎖されるため、活動予定

日にその可能性が見込まれる場合においても中止の判断をする場合もございます。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。（なお、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

返金できませんのであらかじめご承知おきください。活動中に上記事由等により会場施設が閉鎖になった場合

は一時避難として施設内で待機いたします。各保護者様に連絡の上、送迎等の対応についてご相談させていた

だきます。） 

 

11．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、日本最大の自然体験活動推進協議会(通称：CONE）が関連

する指導者育成制度でﾄﾚｰﾆﾝｸﾞをつみ、ﾄﾚｰﾅｰ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・ﾘｰﾀﾞｰなどの資格を有し、民間では世界最大規模の国際

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事前の説明会、研修会の機会

など、トレーニングの場を設けております。 

１2．申込期間・方法                                                                       

２月 15 日（木） 10：00～ 受付開始 ※先着順 
（ＦＡＸ、郵送、インターネット） 

●詳細は別紙『申込方法と参加までの流れ』をご確認ください。 

 ※ 数字等の記入漏れ、誤記入が頻繁に発生しています。（生年月日、住所、郵便番号、電話番号） 

    申込の際、お間違えの無いようお願いいたします。 

●受付は先着順です。定員に達するか、【各日程 2 週間日前】で受付を締め切ります。 

                  （1 組：3 月 13 日 2 組：3 月 20 日）         

 ※ 締め切り後の申込は必ずお問合せください。 

  ●参加者募集要項、活動内容（HP、リーフレット等）の記載事項を一読、了承のうえお申込みください。 

 

※申込用紙はＨＰよりダウンロードするかセンターまで資料請求ください。 

（請求先は 5 を参照するか、チラシを活用） 

※インターネット申込フォームは 2 月 15 日 にＨＰにアップいたします。 

※参加者 1 名につき 1 通（1 件）の申込が必要になります。 

兄弟姉妹など、複数申込の場合はご注意ください。 

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：AIU 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） 



１3．キャンセル・組移動について                                                                  

申込後、キャンセルおよび組移動が発生した場合、その旨を必ずご連絡下さい。 

キャンセル・組移動はＦＡＸ・Ｅ－Ｍａｉｌ・はがきのいずれかの方法で早めに自然体験共学センター 

まごご連絡下さい（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・組移動の受理といたします。 

●キャンセル料については、実施初日を基準としてキャンセル料金を申し受けます。 

１4 日前から 8 日前・・・参加費の 4 分の 1 

7 日前から出発前日・・・参加費の 2 分の 1 

出発当日以降・・・・・・全額 

●キャンセル返金事務手数料代（現金書留代、郵送代、資料印刷代等）として 1,000 円を申し受けます。 

⇒返金 1 回につき申し受けます 

●組移動における追加料金（手数料など）はございません 

※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。 

［キャンセルに伴う返金方法等］ 

キャンセル料・返金送料代を差し引いた差額を現金書留にてお戻しいたします。 

⇒キャンセル受付後 10 日以内に返金いたします。 

ただし、春キャンプの直前準備期間・運営期間となる３月 14 日～4 月 3 日にキャンセルされた場合は、 

キャンプ全日程終了後以降の返金となります。 

１4．持 ち 物                                                                                   

持ち物は下記を参照ください。 

詳しくは活動実施前に送付します「最終お知らせ」に同封する「持ち物一覧」にてご案内いたします。 

※持ち物の紛失、破損（汚れを含む）についての責任は負いかねます。予めご了承ください。 

□水筒 □長そで・長ズボン □雨具（カッパ） □名札 

□ナップサック □着替え(ｼｬﾂ、靴下等) □ビニール袋（2～3 枚） □1 日目昼のお弁当 

□帽子 □食器類 □必要な人は常備薬 □タオル・ティッシュ 

□防寒着 □お米（１～2 合）※予定 □はみがき・歯ブラシ □軍手 

□健康保険証のコピー 

※全てに氏名を記入してください 

１5．忘れものについて                                                                           

忘れ物に気づかれましたら、キャンプ終了後１ヶ月以内に主催者までご連絡ください。 

（保管期間は 1 か月となります） 

確認できるものについてはお送りさせていただきます。この際の送料は着払いとなります。 

忘れ物についてはお問い合わせいただかない限りこちらからご連絡いたしません。予めご了承ください。 

万が一、他の参加者の持ち物を持って帰ってしまった場合は「自然体験共学センター」までお送りください 

（費用は発送者負担となります。ご了承ください。） 

１6．個人情報保護について                                        

●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。 

●今後当センターよりの各種案内・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・ブログ・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。          



 

22001188 なならら春春キキャャンンププﾟ゚  

申申しし込込みみ方方法法とと参参加加ままででのの流流れれ  
２月１５日(木) 

１０時～申込受付開始 

① 申込書記入 本紙をご確認のうえ、所定の申込用紙にご記入または 

インターネット申し込みフォームにご入力ください。 
＊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。 
＊参加組の決定については先着順とさせていただきます。（到着日時はお答えしかねます。） 
＊電話・HP へのアクセスなど、つながりにくい場合があります。 
＊2/15 以前に到着したものは、2/16 10 時 到着分として受付いたします。 

2 月 15 日（木）10：00～受付開始 
 
 

 郵 送  

〒910-2464 福井県福井市中手町 7-3 上味見生涯教育施設内 

ＮＰＯ法人自然体験共学センター 『キャンプ受付』係 
  

 インターネット 

http://www.kyougaku.com/ 

～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。 
＊配達日指定や配達記録などの利用をお勧めします。詳しくは最寄りの郵便局にお尋ねください。 

～インターネットにおける注意事項～ 
＊誤字、脱字などご注意ください（電話番号、郵便番号、メールアドレスの入力注意！） 
＊送信完了後、【受付完了メール】が送られます。（自動返信）迷惑メールの設定によって届かない場合

もございます。主催者までご連絡いただければ確認を行います。 
＊セキュリティーの問題（web 上のほかのユーザ-に読み取られる可能性など）があります。安全性を

重視される方は郵送・FAX をお選びください。 
＊返信メールを携帯で受信される場合は、kyougaku.com から受信できるように各自設定してください。 

 
ＦＡＸ   FAX；０７７６-９３-２０１２ ※1 回線 

～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。 
＊申込状況により、混雑する場合がございます。 
＊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 

  
受付後、約 10 日以内で参加承諾書を郵便にてお送りします 

＊承諾書をもって参加の決定とさせていただきます。 
＊友だち、兄弟姉妹等で申込の場合は、該当欄に記載ある方全員の申込が確認でき次第、 

参加決定・承諾書郵送とさせていただきます。 
諸状況によっては、確認のご連絡をさせていただく場合もございます。 

＊キャンセル待ち、受付終了後の申込についても、郵便にて結果を通知します。 
＊申込後、約 10 日たっても書類が届かない場合は、センターまでご連絡ください。 

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、10 日以内に参加費をご入金ください。 
＊原則、領収書の発行をいたしません。必ず振込み票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（郵便 メール）にてご連絡ください。 

⑤ 最 終 お 知 ら

せ送付 
募集締切後、活動の最終お知らせ（事務連絡通知等）を発送いたします。 

＊活動 1 週間前になっても届かない場合は、センターまでご連絡ください。 

⑥キャンプ参加 日時、参加組、集合解散場所等をご確認の上、集合場所にお越しください。 
 

募募集集締締切切  

  

各各日日程程 22 週週間間前前  
  

(定員になり次第終了) 

締切り後の申込は 
要問合せ 

※2 次募集実施の 
場合あり  


