
 

ふくい夏の自然体験キャンプ 

ボランティア募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加サポーターの声 

・初めてキャンプに参加しましたが、子どもとかかわっていく中で、 

子どもから学ぶことがたくさんありました（大学生 女性） 

・このようなキャンプのサポーターに参加できてとてもよかったです。 

  色々な経験もできて学ぶこともできて、子どもたちとの関わりや笑顔が見れて 

  よかったです。今度もぜひ参加したいと思いました（大学生 男性） 

・子どもと一緒になって遊べたので、 

ふつうに生活している時よりも、感動が大きかったような気がします。（女性 大学生） 

・子どものいい面、悪い面、 

自分の長所・短所を知るコトができたとても楽しいキャンプでした（大学生 女性） 

・目的をもって頑張る子どもの姿をたくさん見ることができてうれしかった。 

 楽しく過ごせるようにサポートする、時には厳しく向き合うサポーターのみなさんの 

働きから学ぶことが多くありました。 （社会人 女性） 

 



１．ふくい夏の自然体験キャンプ ボランティア募集要項 

 

 〇参加費：無料（必要ありません） 

 〇交通費：京都、滋賀、福井（一部日程のみ）より旅行会社手配の貸切バスを運行します。 

      ※上記指定のバスで、子どもたちとお一緒に活動場所まで移動します。 

       また、現地集合、解散にも応じます。 

 

1．応募条件                                             

主に高校生以上の心身共に健康な男女で、当センターの実施する自然体験キャンプの 1 組以上の期間で 

ボランティアとして活動できる方。経験・資格は問いません。 

※初めてボランティアとして参加される方は 

「ガイダンス」もしくは「スキルアップ研修」への参加が必須となります。 

2．開催場所                                           

場 所：福井市上味見生涯教育施設（福井県福井市中手町 7-3）、福井県福井市上味見地域 

3．活動内容                                            

 ふくい夏の自然体験キャンプにおける参加者の生活面・活動面のサポート 

 ●１組／複数／長期での参加などが可能です 

 ●裏方スタッフ（食事準備、全体サポートなど）の受け入れも可能です。（要問合） 

 ●つながるサポーター（障がいをもった子どもの個別サポート）での参加を希望される場合は 

           申込書の所定欄に記入ください。（対象者がいる場合、依頼をすることがあります） 

  

4．日程・定員・対象                                        

ベーシックコース（B）全 5組、ビギナーコース（S）2組、スペシャルコース（SP）5組、計 12組を実施します。 

内容・日程・集合解散等にあわせてご希望の組をお決め下さい。 

●組を連続して参加することや複数組参加する事も可能です。 
●各日程の詳細はお問合せいただくか、HPの参加者募集ページなどをご覧ください。 

 

 

 
 
 
 
 

コース 組 名 日  程 泊 数 
ボランティ

ア定員 
子ども対象・備考 

ベーシック 

B１ 7/25（水）～7/28（土） 

3泊 4 日 

6 名程度 

小１～中 3 

B2 7/28（土）～7/31（火） 

10 名程度 
B3 7/31（火）～8/3（金） 

B4 8/3（金）～8/6（月） 

B5 8/6（月）～8/9（木） 

スペシャル 

森 

SP1 8/9（木）～8/12（日） 
3 泊４日 10名程度 

SP2 8/12（日）～8/15（水） 

SP3 8/15（水）～8/19（日） 4泊 5 日 

6 名程度 スペシャル 

民家 

SP4 8/23（木）～8/26（日） 
3泊 4 日 

SP5 8/26（日）～8/29（水） 

ビギナー 
S1 8/19（日）～8/21（火） 

2泊 3 日 10 名程度 小 １ ～ 小 3 

S2 8/21（火）～8/23（木） 



5．待遇・概要                                              

 ＜名 称＞  ふくい夏の自然体験キャンプ 短期ボランティア『サポーター』 

 ＜謝 礼＞  一定の金額をお支払いします。（1 日程につき 1000 円程度） 

         ⇒ 関西方面の方は無料貸切バスにて移動。（京都駅、名神草津 PA、同多賀 SA、福井駅発着） 

         ⇒ 現地集合・解散希望にも応じます。その場合はセンター規定の旅費を支給します。 

（上限 6,000 円程度） 

 ＜食 事＞  子どもたちと一緒につくります。 

＜住 居＞  子どもたちと一緒に過ごします。（主にテント泊） 

 ＜保 険＞  センターが一定のボランティア傷害保険に加入し、活動中に生じた事故を保障します。 

6．申込方法について                                         

『申込書郵送』・『ホームページの所定様式』にて申込を受付いたします。 

所定の申込用紙、様式に記入・入力のうえ、当センターまで送付ください。 

受理、考査後に結果を通知いたします。（申込時記載の連絡先、住所等あて） 

【新規ボランティアの方】 

①写真の提出が必須となります。（提出がない場合は受付いたしません） 

②事前説明会（もしくはスキルアップ研修）必修となります。（参加できない場合は受付を取り消します） 

【考査結果】 

 申込受理後、原則 2週間以内に通知いたします（参加可否のいずれについても必ず通知） 

【受付期間】 

5 月 12 日～6 月 29 日（第 1 次締切） 

 ※ 2 次募集を実施する場合があります。締め切り後の申込はお問合せください 

【承諾書（参加委嘱通知書）発送】 

 7 月 2 日以降となります。 

 

7．説明会・スキルアップ研修について                                   

別紙およびホームページなどの情報を参照ください。 

 

8．その他                                             

●長期ボランティア（実習生） 

 １～2週間程度の期間で継続してふくい夏の自然体験キャンプのボランティアに参加・活動する 

 「長期ボランティア（実習生）」も併せて募集中です。 

                詳しくはホームページなどの情報を参照ください。 

 

●撤収＆お疲れ様！キャンプ 

 ふくい夏の自然体験キャンプ 全日程終了後にキャンプ場片付けの 

 ボランティアを募集します。詳しくはキャンプ期間中に配布する資料でご案内いたします。 

 

 

 

 

 



～ボランティアガイダンス スキルアップ研修 について～ 

※新規ボランティアの方は参加
● ●

必須
● ●

です。参加できない場合は、要相談 

 

Q．ガイダンスに参加するには？ 

A．申込がなくても参加できます。 

      開催日時、会場を確認のうえ会場におこしください。 

※ガイダンス参加費は無料です。 

  

Q．ガイダンスには参加できないが、夏キャンプには参加したい！ 

A．「スキルアップ研修」の参加で条件を満たすことができます。（要申込） 

  ※内容、詳細などはホームページを参照いただくか 

                    主催者までお問合せください。 

  ※研修により、参加費が設定されている内容もございます。 

 

～ボランティアガイダンス  開催日時一覧～ ※アクセスマップなどは別紙参照 

◆ガイダンス内容◆ キャンプ概要、注意事項などの説明・紹介、室内レクリエーションなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：6月 17日（日）10:30～12:30 13:00～14:30 15:00～16:30 

   7月 8日（日 10:30～12:30 

            ※ご都合のつく日程・時間に参加ください。（内容は同じです） 

会場：茨木市市民総合センター 203号室 

会場アクセス：JR 茨木駅下車 徒歩 10分程度 

 

  日時：6月 3日（日） 9:30～11:30  

会場：アスニー山科 多目的室 

会場アクセス：JR・京阪・地下鉄「山科」駅下車 徒歩 3 分  

       ラクト山科 C棟 2階 

 

  

日時：6月 10日（日）  13:30～15:30 

会場：福井市総合ボランティアセンター 研修室  

会場アクセス：JR 福井駅西口より徒歩 5分 ハピリン 4階  

日時：6月 3日（日） 13:30～15:30  

会場：YIC京都工科自動車大学校  279教室 

会場アクセス：JR・近鉄・地下鉄「京都」駅下車 徒歩 5 分 

 

  



スキルアップ研修  ご案内  

ためのスキルアップ研修を実施します。 

→日帰り／宿泊／MFA 講座 の 3種類を用意！ 

 基本的な部分はもちろん 

共学センターならではの学びのしくみや手法を取り入れた研修を実施します。 

 スキルアップ研修 お得なポイント！ 

◆ 【初参加の方は学びながら参加条件が満たせるチャンス！】 

6 月開催のガイダンスに参加できなかった新規ボランティアの方は、 

このスキルアップ研修の参加でキャンプ参加条件を満たせます！ 

  ◆ 【交通費補助】 

夏キャンプへの参加予定かつスキルアップ研修に参加される方は 

研修参加時の交通費を一部補助します！（上限あり） 
※研修参加前に申込が完了していることが条件となります。 

 ◆内容◆ 

  ＜① 日帰りコース 7/8 7/14＞※参加費無料 

   レクリエーションゲーム／安全管理ワークショップ／森の子会議を通したプログラムづくり など 

＜② 宿泊コース 6/30-7/1＞ 

日帰りコース内容に加え 

野外炊飯実習／施設泊／ナイトプログラム（キャンプファイヤーなど） 

  ＜③ MFA 講座（応急救護プログラム） 7/15＞ 

   救急法「メディック・ファーストエイド（MFA）」 講座を開催  

 

【① 日帰りコース】 

～関西会場～ 

 

 

 

～福井会場～  

【② 宿泊コース】 

 

 

 

 

 

日時：7月 8日（日）13：30～16：30  

会場：茨木市市民総合センター 203号室 

参加費：無料  定員：15 名程度を予定 

  

日時：6月 30日（土）13：00開始  ～ 7月 1日（日）15：00 終了予定 

会場：奈良県立野外活動センター（奈良県奈良市） ※現地集合・解散となります 

会場アクセス：近鉄・榛原駅北口バスターミナルより奈良交通バス針インター行き利用。 

（乗車時間：約 20分 料金：片道大人 410円） 

吐山（はやま）バス停下車後、徒歩で西方へ約 800m（入り口に看板有り） 

参加費：800 円（保険料、食費として）  定員：20名程度 

  

日時：7月 14日（土）13：30 ～ 16：30  

会場：福井市地域交流プラザ 602号室  

会場アクセス：JR 福井駅東口より徒歩 5分 AOSSA（アオッサ）6階 

参加費：無料  定員：20 名程度 

  



【③ 救急法「MFA」講座】 

◆ 現地集合、解散となります。 

    ◆ 申込多数の場合は、夏キャンプ参加かつ新規ボランティアの方を優先して受け入れます。 

      →申込者には別途詳細について通知いたします。 

    ◆ スキルアップ研修単体での参加も可能です。 

（ただし、申込多数の場合はキャンプ参加者を優先するため、受入できない場合があります） 

◆ 現地集合、解散となります。 

    ◆ 申込多数の場合は、夏キャンプ参加かつ新規ボランティアの方を優先して受け入れます。 

      →申込者には別途詳細について通知いたします。 

    ◆ スキルアップ研修単体での参加も可能です。 

（ただし、申込多数の場合はキャンプ参加者を優先するため、受入できない場合があります） 

 

こどもが包丁で指を切った！火おこしでヤケドをした！ 

“キャンプで役立つ”対処法を丁寧に教えます！ 

今回キャンプボランティアに参加される方を対象に、世界 140カ国以上で普及されている、 

メディック・ファーストエイド（R）（略称MFA）と呼ばれる応急救護プログラムの講座を特別価格で提供！ 

１.日時・場所など 

 ７/15（日）9:30～16:30  福井市地域交流プラザ 605号室  

会場アクセス：JR 福井駅東口より徒歩 5分 AOSSA（アオッサ）6階 

 ※遠方より参加の場合 7/14（土）の前泊対応が可能です。（要申込。食費のみ自己負担） 

２.定 員 

 8 名 ※申込多数の場合、ふくい夏の自然体験キャンプボランティア参加者を優先受入れ 

３.受講費 

ふくい夏の自然体験キャンプ ボランティア特別価格 5,500円 （通常価格 9,000 円） 

※ 教材費、国際修了登録料が含まれます。 

※ 会場代、指導料などは主催者（自然体験共学センター）が負担します。 

※ 自然体験共学センターのキャンプに参加希望・申込のない方は通常価格でのご案内となります 

※ ふくい夏の自然体験キャンプ 参加申込者は研修参加時の交通費を一部補助します（上限あり） 

４.活動内容 

チャイルドケアプラスコース（小児・乳児・成人の全年齢が対象となるプログラム） 

ＡＥＤの使い方、心肺蘇生法、出血のコントロール、ケガと病気などの対処法 など 

５.申し込み方法  

キャンプボランティア申込書裏面の所定欄（7/15 研修③）申込み欄に○（丸印）をご記入の上、 

お申し込みください。後日詳しい案内を送付いたします。 

※キャンプに参加希望されない方は、メールにて申込ください【leader@kyougaku.com】 

６.持ち物 

持ち物：筆記用具、教材を入れるカバン・袋、飲料・昼食など 

服 装：動きやすい服装、靴 ※マネキンを使った救命法の実技を行います。 

７.注意事項 

受講者の経験の有無や実習状況により、終了時間が 30分程度前後する場合があります。 

あらかじめご承知おきください。国際修了カードは即日発行できます（2年間有効。年会費などは無料） 

当日は、準備の都合上、開始１0分前までには会場にお集まりください。 

また、時間の都合上、昼食時間が短くなる可能性があります。 
※ＮＰＯ法人自然体験共学センターはＭＦＡ ＪＡＰＡＮ認定のＭＦＡトレーニングセンターです。 

※MEDIC FIRST AID（R）は MEDIC FIRST AID International,Inc の登録商標です。 

 



 

Q1：キャンプに参加する

には？ 

A１：申込が必要になります。 

  「郵送」「ホームページ」よりお申込みください。 

   ※新規ボランティアの方は、写真の提出が必須となります 

Q2：どんなキャンプ？ A2：小中学生を対象に泊数・ｺｰｽに応じて、山・川・森・里山をフィールドとした自然

体験活動を行います。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは子どもたちとの『森の子会議』を通じて 

子どもたちのやりたいこと活動に取り入れます。 

Q3：森の子会議とは？ A3：子どもたちのやりたいことを出し合ったり、約束事の確認や役割分担など子ども

たちとの話し合いの場の総称です。やりたいことは実際にプログラムとなります。 

子どもたちの自身の力でキャンプを創るための大切な時間です。 

Q4：子どもとの関わり方

は？ 

A4：「サポーター」と紹介し、活動に参加します。主には 8～9 人程度の生活班グルー

プに入り、一緒に過ごします。指導者、リーダーではなく、お兄さん、お姉さんとして

時には見守り、一緒に大いにあそび、悩み考える時間を子どもたちと過ごしてほしいと

考えています。 

Q5：つながるサポーター

とは？ 

A5：各組にて、障がいをもつ子どもを受け入れる可能性があります。そのため、障が

いを持つ子どものサポートをしてくださる方（つながるサポーター）を募集しています。

（個性により、マンツーマンで対応していただくことがあります） 

Q6：いつまで募集してい

るの？ 

A6：6 月 29 日（金）が第 1 次締切です。その後状況により、2 次募集を行う場合が

あります。お問合せください。 

Q7：活動中の入浴につい

て 

A8：活動中は参加者と同様に、シャワーの利用が可能です。 

（活動初日、最終日は除く） 

アトピー等の事情がある場合は、別途対応が可能です。ご相談ください。 

Q8：連続参加を検討して

いますが、荷物が多く

て・・・ 

A9：洗濯などの対応が可能です。 

※目安として 3 泊 4 日分＋予備分をお持ちいただければと良いかと思います。 

※長期の参加を希望される場合は別途、休息時間などを設けさせていただきます。 

Q9：交通について教えて

ください 

A10：関西からご参加の方は京都・滋賀発着の貸切バスをご利用ください。 

福井県内、北陸より参加の方は現地集合解散もご利用ください。 

Q10：活動中、家族など

と連絡を取ることはでき

ますか？ 

A11：諸状況への配慮から、活動時の携帯電話使用を禁止いただいております。 

持参された場合は、一時的に事務局でお預かりさせていただきます。 

事情により連絡確認等の必要がある場合は、ご相談ください。 

Q11：初めて参加します。

何をすればよいのかわか

りません… 

A12：最初は緊張すると思います。 

しかし、子どもたちと同様にチャレンジしてください。 

声をかけたり、見守ったり、関わり方はあなた次第です。 

もちろん、必要に応じスタッフからサポートの声掛けを行います。 

子どもの手の届かないところ（安全面・健康面）だけは大人の目線になってください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

E-mail leader@kyougaku.com 

TEL：0776-93-2013（平日 10 時～18 時） 

FAX：0776-93-2012（24 時間受信） 

〒910-2464 福井県福井市中手町 7-3 

 ※各種問合せ・資料請求にご活用ください 

URL：http://www.kyougaku.com/ 

Facebook／HP 

→『自然体験共学センター』で検索！ 


