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プログラム企画：ＮＰＯ法人自然体験共学センター



もくじ・挨拶

夏キャンプの季節がやってきました！
どんな仲間があつまるのか、

今からワクワクドキドキしています！
ふくい夏の自然体験キャンプでは福井県福井市
上味見（かみあじみ）地域がフィールド。
山あり、川あり、森ありの自然がたくさんあるところだよ！
ふくい夏の自然体験キャンプは

「君たち子どもが主役」
のキャンプだよ。

主役のみんなが、「やりたい！」と思っていることを
ひとつでもたくさん、スケジュールに入れていくよ！
そして！ふくい夏の自然体験キャンプは

「みんなでつくる」
キャンプでもあるんだ。

一人ではなくみんなで思いっきり楽しみ、助け合って、
たくさんの思い出をつくることができるんだ！

さあ、みんなのチャレンジをまってるよ！

最長老 わっふる
（細川 和朗：夏キャンプ事業責任者）



日程・MAP

上味見地域は「ふくいふるさと学びの森」です
ふくいふるさと学びの森とは？
福井県内で、里山に触れ親しみ学ぶことのできる活動を行う団体およびその活動場所と
して認定・登録されたフィールドの総称です
より気軽に自然や里山に触れ親しめる地域として、活動を行っております。

夏キャンプは3つのコース！（基本メニューはＰ5-6）

ビギナー（Ｓ組）
→Ｐ8へ…

初めてのキャンプで
不安だけど
ちょっとチャレンジ
したい！

火おこしや自然でのあそび、
友だちづくりなど・・・
この夏、思い切ってチャレ
ンジしたい！

ベーシックでは物足り
なさそう。
もっと、色々なことに
チャレンジしたい！

スペシャル（ＳＰ組）
→Ｐ9～10へ…

ベーシック（Ｂ組）
→Ｐ7へ…



基本プログラム①



～ＰＯＩＮＴ～

活動のプログラムやあそびについて、森の子会議で出た

子どもたちのやりたいことを取り入れていきます。

「自分たちがこのキャンプをつくっているんだ！」という入口
となり、彼らの自主的な活動へとつなげたい想いがあります。

※ごはんづくりは朝、夕の食事分となります。

昼食については他の活動時間を確保するため

行動食などになります。

一部、非常食の体験食を予定しています。

夏キャンプ 基本メニュー こんなことも！ほかにもやりたいことがあったらおしえてね！



新しく出会う仲間と自然のなかでチャレンジする「キホン」のコース。
みんなの力を集めて、オリジナルのキャンプをつくろう！

外出時は帽子をかぶり、熱中症の予防に努めます。

組名 日程 泊数 定員

Ｂ１ 7/25（水）～7/28（土）

3泊4日

24名

Ｂ２ 7/28（土）～7/31（火） 30名

Ｂ３ 7/31（火）～8/3（金） 30名

Ｂ４ 8/3（金）～8/6（月） 30名

Ｂ５ 8/6（月）～8/9（木） 36名

たくさんあそんで、食べ、寝て、またあそんで・・・楽しみ方は無限大！

熱中症予防でもう一つ重要なのが水分補給

十分なお茶を用意し、常に飲むよう促します。

衛生管理の基本は手洗いです。

調理ではさらに、アルコール消毒も徹底的に行います。

キーワード
「自分の身は自分で守る」

１．帽子と友だち！運動

２．お茶の１００杯！運動

３．活動前後の手洗い運動

野外で行う活動において、すべての危険を

完全に排除することは難しい一面があります。

一方で子どもたちにとっての「安全教育」に
も最適な場でもあります。

子どもたち自身にも安全への意識を持っても
らうために３運動を実践し、
積極的に声掛けを行っていきます



組名 日程 泊数 定員

S1 8/19（日）～8/21（火） 2泊3日 45名

S2 8/21（火）～8/23（木） 2泊3日 45名

はじめてのキャンプにおススメ。料理作りやテントでお泊まりにチャレンジ！
新しい友だちをたくさんつくって、楽しい時間を一緒につくろう！

低学年の子もたくさん参加しています！

※ ビギナーコースでは原則として川での活動は実施しません。あらかじめご承知おきください

昨今、幼少期（幼稚園年中～小学２年生ころ）の
自然体験活動の必要性が重要視されております。

ふくい夏の自然体験キャンプでは、低学年からの参加
が多く、元気いっぱいにチャレンジしながら過ごして
います。

一見、リスクが高いようにも思えますが、豊かな自然
のなかで五感を育む機会になるほか

縦割りの関係のなかで協調性や仲間をいたわる心、
社会性などをキャンプを通じて学んでもらえれば、と
考えております。



ベーシックでは物足りないならこっち！
ＳＰならではの「トクベツ」なことにもチャレンジして、もっと夏を楽しもう！

組名 日程 泊数 定員

SP1 8/9（木）～8/12（日） 3泊4日 45名

SP2 8/12（日）～8/15（水） 3泊4日 45名

SP3 8/15（水）～8/19（日） 4泊5日 25名

SP4 8/23（木）～8/26（日） 3泊4日 20名

SP5 8/26（日）～8/29（水） ３泊4日 15名

SP組ではこんなこともできるよ！

薪から火をおこして
お湯をわかすよ！

煙に負けずに頑張ろう！
大きいドラム缶はもちろん
小さいサイズもあるよ
足湯くらいで体験したい子

にもおすすめ！

夏といったら流しそうめん！
ほかにも自分たちで
食材とにらめっこしながら
オリジナルのメニューを
考えることも！
もしかしたら審査員に！？
ごはんもみんなでトクベツな
思い出をつくっちゃおう！

イベントだって
ぼくらで考える！

種目もおたのしみも？
みんなチャレンジを
あつめれば何でもできる！？



ＳＰ4組・5組限定！「民家でのくらし」にもチャレンジ！

活動拠点「のつまた館」

普段は冬キャンプで使っている
のつまた館が夏キャンプでも今年も登場！
民家での大かくれんぼ大会やきもだめし
みんなでのお泊まり など…
新しい楽しみかたが見つけちゃおう！

地域の温泉
「伊自良温泉」に入浴するこ
ともできるよ！
小さな温泉なので、みんなで
マナーを守ってはいろうね！

森の中にテントを張って
泊まることもできるよ！
生き物の声や森のざわめきが
いつもより近くできこえる
ドキドキワクワクのチャレンジ！

「こしょうずの湧水広場」
までハイキングをしたあとは
冷たいわき水を飲んだり、
滝修行も！他にも生き物探しや
のんびりすごしたりできるよ

※コースごとで取り組める内容が一部異なります。
SP1・2・3組で実施可…森でおとまり
SP3・4・5組で実施可…わき水広場であそぼう
SP3・4組で実施…民家を活動拠点に

※温泉入浴については、営業日および混雑状況等を確認し、
主催者側で利用時間を決定します。

※必ずしもすべての活動を行う訳ではありません。
期間中の天候および、森の子会議での子どもたちの希望状況により
活動責任者（長老）の判断で実施可否を決定します。

まだまだスペシャル！！



◎申込後・キャンプ前

参加者向け説明会

6月-7月開催（滋賀・京都）

関西地域で参加者向けの説明会を開催いたし
ます。活動の様子や持ち物、安全対策の説明
等のほか、質問にもお答えいたします。不安
解消につなげる機会となりますので、ご活用
ください。

※福井県内の方向けの説明会は実施しません。

電話・メール・ＦＡＸ等でお気軽にお問合せください

◎キャンプ1日目

荷造り
お子様自身が持参する
荷物を把握するために
荷造りはお子様と一緒
にしてください
忘れ物をしないための
第一歩です

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
・長老の紹介と自己紹介
・グループ発表、役割分担
・おきての確認

○森の子会議 ＞＞＞＞＞＞

◎キャンプ2日目～

・就寝準備、就寝

○食事づくり・朝食

○朝のプログラム

○昼食

○昼のプログラム

○食事作り・夕食

一番の思い出は？どんなチャレンジ・発見があったかな？

○ふりかえり会

○朝食・荷物整理

○バイバイ、またね！

○夜のプログラム

◎キャンプ最終日

◎キャンプその後

9月下旬or10月上旬
関西にて開催

キャンプに参加した子供やサポーターたち
が集まり、楽しく活動をふりかえります。
共に過ごした仲間との再会の場として、
お子様の活動の様子を知る機会として
是非ご参加ください

どんなキャンプになるかはキミしだい！
みんなで決めた日程でおもいっきり楽しもう！

キャンプの流れ



子どもたちの声（ふりかえりシート、思い出はがき）
「17ふくい夏の自然体験キャンプ」に参加した子どもたちの思い出



自然の中には
不思議や面白さなど、

ワクワクドキドキできるヒント
がたくさん詰まっています。
そこからどんなあそびをつくる
かは、子どもたちのアイデア
ひとつで広がります

子どもたちと創りたい活動のかたち

「くらす」「あそぶ」「支えあう」時間を
主役＝子どもたちの力でつくりだす

あそぶ 支えあう
苦労は一人で抱え込まず
分かち合い、助け合う。
楽しさはみんなで共有して
より大きなものとする。
仲間の存在を

近くで感じながら、
キャンプでの思い出をより
色濃くしていきます。

くらす
食事をつくる。持ち物の整
理整頓、使ったものを片付
ける、などなど。
充実したくらしを
つくるためには一人ひとりの
頑張りが大切です。

自分たちでつくりだすことは、決して楽なことだけではありません。
しかし“自分で手間をかける”体験こそが子どもたちにとって大切と考えています。
ゲームやインターネットに電化製品など、スイッチ一つで便利さや楽しさを感じること
ができるくらしから離れる。そこから感じる楽しさ、苦労、難しさ、達成感など・・・
キャンプを過ごして得る学びが、それこそ子どもたち自身の大きな力となり、より深く
心に残る思い出になってほしい、と願っています。



自然体験共学センター 団体概要

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、防災士 など

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。 二うした自然の
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し，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。



自然体験共学センター 安全管理対策

～10の安全管理対策～

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、農協等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。



夏キャンプQ&A （活動編）

◆どんなキャンプ？ 福井県福井市上味見地域の
豊かな自然をフィールドとした「子どもたちがつくる」キャンプです

活動のプログラムは、「森の子会議」で話し合うなかで出た、子どもたちの
意見を取り入れて決めていきます

◆泊まる場所は？ テント泊となります。ただし強風や雨天が激しい場合などは、安全に配慮
し活動拠点（上味見生涯教育施設）に避難する場合もあります。

◆グループは友だちと
いっしょになれるの？

主催者が設定するグループ（通称ホームグループ）は
新しい仲間と関わり、活動する経験をしてほしい思いから、

意図的に分けて事前に設定します。
ですが、活動中の自由時間や就寝場所など、子どもたちが過ごし方を決める
場面も設定します。

◆1人でも参加する子はいますか？ 1人で参加するお子様もたくさんいます。
スタッフやボランティアが子どもたちの間に入り、
みんなの新しいお友達作りのお手伝いしています。

◆小学1年生で、
お泊りもしたことないけど
大丈夫？

自分で「行きたい！」「やってみたい！」という気持ちを持っていれば大丈
夫です。キャンプに対する期待と不安が入り混じると思いますが、上記同様
お子様の気持ちを応援してあげてください。

◆一人で準備できるか
心配です。

できることよりもやってみることを大切にしたいと考えています。
その子にあったサポートをしていきます。持ち物の管理は各自が基本ですが、
声かけ、手助け等を随時サポートします。

◆夜尿が心配です。 就寝前のトイレを徹底いたします。ご相談により、ご家庭で行っているおね
しょへの対処法があればお知らせください。
紙おむつを使われる場合、他参加者と別で着替えるなどの対応をいたします。

◆シャワー、入浴はするの？ 2泊・3泊コース：原則１回、4泊コース：原則２回
仮説シャワー（温水）での時間を設定します。
※SPコースでは地域の温泉（伊自良温泉）を利用します
※アトピー等体質により、毎日の対応が必要な場合も対応可能です。

◆食べ物のアレルギーがあります。除
去食などはできますか？

申込時、該当項目にできるだけ詳細に内容をご記入ください。
対象のものを除去するなど、可能な限り対応いたしますが、お受けできない
場合もございます。電話などの問合せも活用ください。

◆たくさん期間参加したい！
組を連続しての参加も

できる？

連続やコース日程を変えての複数参加も可能です。申込時にその旨をご記入
ください。連続参加の場合、組と組の間はスタッフやボランティアと過ごし
たり、休息・洗濯などを行います。

◆特別支援学級に通っています。
参加可能ですか？

参加いただけます。事前にご相談いただき、申込時に詳細をお伝えください。
※主催者より個別にご連絡する場合がございます。
※相談の上、またこちらの体制上の都合で安全面が確保できないと判断した
場合はご希望の日程に参加できない場合もあります。ご了承ください。

◆ビギナーコース（S組）参加希望だが
子どもは川遊びをしたいと言っている
川活動は行わないとなっているが
対応していただけませんか？

参加者学年および体力面等を考慮し、ビギナーコースでは川の活動を行いま
せん。代替活動として、森近くの川（沢）で水と親しんだり、生き物を探す
などの時間を過ごすことは可能です。川活動を希望される場合はベーシック
コースでの参加をおススメします。
※ただし、川活動は大雨後の増水によって中止になる場合もあります。

◆万が一、けがをしてまったときは？ 現場にて応急処置を行います。医療機関での受信が必要と判断した場合は
車で30分のところにある総合病院に搬送します。
事前に保護者様に確認をとりますが、確認が取れない場合は主催者の判断で
病院に搬送する場合もあります。

◆災害時（台風など）の対応は？ 台風や大雨などの災害時は活動責任者（長老）の判断で施設内に避難します。
※上味見生涯教育施設は、福井市の避難所に指定されています。

※下記の内容以外のお問合・ご相談は、電話・FAX・メールなどでご連絡ください



夏キャンプQ＆A（申込編）

申込用紙の記入につい
て

参加者1人につき1枚（ネットなら1人1通）となります。
兄弟姉妹や友人同士での申込の場合はそれぞれについて記入・申込をお願いいたします。

郵便申込
申込書が到着した時点での受付となります。残り定員数を越える同着の郵便物は、抽選
となります

ネット申込
インターネットからのお申し込みについてはセキュリティーの問題(Web上の他のユー
ザーに読み取られる可能性など)があります。安全を重視される方は申込書を資料請求・
ダウンロードで入手の上、郵送・FAXをお選びください。

FAX申込

1人につきおもて面・うら面計2枚の送付が必要です。
また、1回線での受信となります。受付当日などは回線が混み合うことが予想されます
のでご注意ください。
送信後30分をめどに到着の有無をご確認いただくことをお勧めいたします。

◆一緒に参加される友
人、兄弟姉妹の記入

該当欄に記入があるかた全員の申込書到着をもって受付とさせていただきます。
→最後に申込された方の受付日時が対象者全員の受付日となります。ご注意ください
例：友人同士のAさん Bさんで申込

Aさん：5月15日申込 Bさん：5月22日申込 → 5月22日付で2名同時受付
確認の上、ご準備・申込をお願いいたします。
※友人同士で記載内容に違いがある場合

＞＞＞申込時記載のお電話番号に連絡のうえ、ご確認する場合があります。

◆キャンセル待ち申込者
の対応について

申込時、キャンセル待ちとなった場合、以下の対応をいたします
◆通知方法：郵便にてキャンセル待ち番号を通知するハガキをお送りします。
◆キャンセル発生後

申込時記載のお電話番号にご連絡し、参加意思の確認をいたします。
＞＞＞参加を希望される場合は、各種通知をお送りいたします。
※キャンセルが発生しない場合、共学センターからはハガキでの通知以降、
ご連絡いたしませんのでご了承ください。

※連絡は原則「7月10日」までのキャンセルにつき対応いたします。

◆健康面など
の記入について

夜尿対策やアレルギー等、配慮が必要な事項がある場合、必ず記入をお願いいたします。
※特に食物アレルギーは詳細にご記入ください。
内容によってはセンターより連絡のうえ、詳細を伺う場合がございます。

◆子どもが記入する部分
（キャンプでやりたいこと）

キャンプでやりたいことなど、できるだけ参加者本人の記入・入力をお願いします。
しかし、それが難しい場合はお子様に確認のうえ、代筆等の対応をいただいても構いま
せん。

間違えやすい／
見落としやすい情報

申込時、以下の情報が間違っていたり、記入漏れが見受けられる場合があります
※特にインターネット申込
資料の不達等、トラブルを未然に防ぐために、必ずご確認ください
◆間違えやすい、記入漏れが良くある項目
『郵便番号』『生年月日』『血液型』『住所※番地、マンション名未記載など』『電話
番号』『アレルギー情報』

資料の送付について

以下にて資料を送付する予定です。
参加申込後発送・・・「参加承諾書」「参加費等入金票」

「保護者説明会案内（関西方面より申込の方）」
もしくは
「キャンセル待ち受付通知」 ※いずれも約10日以内発送

7月上旬発送・・・「最終お知らせ（活動最終事務通知）」
「活動ファイル（一部参加者のみ）」
※佐川急便のゆうメール便にて発送（発送から到着まで4～5日）

※申込いただいた時期によっては一括送付する場合もございます。ご了承ください。

その他ご不明な点は・・・
メール（mail@kyougaku.com）
電話（0776－93－2013 平日10時～18時）
FAX（0776－93－2012）にてお問合せください。



キャンプの持ち物

☑：自分の荷物は自分で用意する！

ナップサック（リュックサック）
活動やバスに乗るときに持ち歩くときに使う、小さい
ナップサック（メモ帳、タオルなどを入れます）

帽子
熱中症予防として必要です。
つばのついた帽子を持ってきてください。

名札
集合～解散まで着用します。普段から呼ばれている名前や
ニックネームを書いてください

運動靴
汚れてもよい、はきなれたものを準備してください
火おこしや森の活動では必須です。

水筒
1日目に飲むぶんのお茶を用意してください。
2日目以降は主催者で準備・補充を行います。

筆記用具（鉛筆・メモ帳など）
絵を描いたり、新しくできた友だちとサインや住所
の交換をするなどができます。

ビニール袋
汚れたものやぬれたものを入れたり、
木の実などの自然物を集めるときに使えます。

軍手
火おこし、工作、森活動などで使います。
化繊のものは熱で溶けて火傷の原因になるので、
純綿の軍手をもってきてください

雨具（かっぱ）

雨天の活動で使います
上下別のタイプのものが動きやすくおススメです。

サンダル（アクアシューズ）※S組除く
川の活動で使います。川に流されないようにかかと
を固定できるものを持ってきてください。

タオル、バスタオル、洗面用具
日中の汗拭きやシャワー時に使います。
洗面用具は歯ブラシセットなどです

食器
おわん２こ、お皿1枚、コップ、はし、スプーン
をおもちください。割れた際のけが防止などのため
プラスチック製のものをお勧めします。

活動ファイル（後日送付、案内）

保険証コピーの保管や、
報告資料のとじ込みなどに使用します。

お米
キャンプ期間中の参加者の食事分となります。
分量は現在検討中です。（コース・泊数により異なる）
＞＞7月送付の最終お知らせにて通知。

懐中電灯
夜間の活動、移動時に使います。
電池の残量にはご注意ください。
予備の電池を持参させても構いません

保険証のコピー
万が一、けがをした際に使用する可能性があります。
活動初日の受付時にお預かりいたします。

半そで、長ズボン（短パン）
活動中の基本的な恰好になります。泊数分準備ください
※活動内での指定がない限りは、短パンもすごすことも可

長そで（1－2枚）、長ズボン
火おこしの火傷防止、森の周辺や中の活動では、
虫よけなどのために長そで長ズボンが必要となります。

下着・くつした
泊数分ご準備ください。くつしたはくるぶしまでなど、
ローカットタイプのものは有害生物に触れる危険があ
りますので避けてください

寝袋
夏用の薄手のもので構いません
ホームセンター、スポーツ用品店にて購入できます

水着 ※ S組ビギナーコースは不要
川あそび、ドラム缶風呂（SPのみ）にて使えます
川には衣服のまま入ることも可能です。

常備薬・酔い止め ※ 必要な方
必要に応じ持参ください。センターでは応急処置対応
をのそき、原則として市販薬の投与は行えません。
活動中の保管・管理についてはご相談ください。

虫よけ ※ 必要な方

刺されやすいかたは特にお持ちください。

□おこづかい…キャンプでは子どもたちのお金を使う場面ありません。
□カメラ…主催者スタッフが活動撮影をおこないます。
□おもちゃ…今回の活動には必要ございません。遊びをつくるのも子どもたちのチャレンジの一つです
□時計…施設内に時計はありますが、時間を気にせず過ごすことも子どもの自主性につながると考えております
□携帯電話・スマートフォン…キャンプでは使いません。
□宿題…そのものの持参はお控えください。
□菓子、携帯食…主催者で準備いたします。

～万が一、上記を持ってきてしまった場合、運営側で預かる場合があります
破損、紛失においては責任を負いかねます～

～上記以外の持ち物については随時ご相談ください～
電話：0776-93-2013（平日10時～18時）／メール、FAXは24時間受信可

☑以下のものは絶対に持ってこないでください

大きなかばん
衣類などを、日中持ち歩かなくでも大丈夫な荷物などを入れます。
お子様自身で運べるサイズのかばんなら、どのようなものでも構いません。
一つにまとまらない場合は、大きな袋なども活用ください。

☑持ち物にはすべて名前を書こう！









申込方法
2018ふくい夏の自然体験キャンプﾟ

申し込み方法と参加までの流れ
募集開始は5月12日(土)１０時から！ ※先着順

①

申込書記入

『Q&A 申込編』『募集要項』『本紙』を必ずご確認のうえ、

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。

第1次募集締切：6月29日
※ただし、締切までに定員になった場合はその時点で締め切り

※定員に達していない場合は、2次募集を行う場合があります

郵 送 で申込

〒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 『17夏キャンプ』係

インターネット で申込 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。

～インターネットにおける注意事項～
＊データを確実に入力し、送信してください。送信完了後、受付完了メールが送られます（自動返信）。

必ずご確認ください。※受信拒否の設定によっては、確認ができない場合がございます。

＞＞＞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。

（受付完了メールは参加の確定をお知らせするものではありません。書面通知が正式となります。ご注意ください）

＊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。

ＦＡＸ FAX；０７７６-９３-２０１２（1回線：24時間受信可）

～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。

＊FAXは1回線の設置となります。申込状況により、混雑する場合がございます。ご了承のうえ利用いただくか、郵送、

インターネットでの申込を活用ください。 ＊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

の発送

受付後、約10日以内で参加承諾書・参加費入金票・説明会案内（関西会場）を郵送いたします。

＊承諾書をもって参加の決定とさせていただきます。

＊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受付となります

＞＞＞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。

＊お申込みいただいた時点で定員に達している場合、センターよりはがきにて通知いたします。

＊申し込み後約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。

＊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にてご連絡ください。

保護者説明会 6月下旬開催予定です（参加は必須ではございません）※関西会場でのみ実施となります。

⑤最終お知らせ

送付

7月上旬に、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。



申込・問合せ先

NPO法人自然体験共学センター

E-mail mail@kyougaku.com

TEL：0776-93-2013（平日10時～18時）

FAX：0776-93-2012（24時間受信）

上味見事務所
〒910-2464 福井県福井市中手町7-3

上味見生涯教育施設内

※各種問合せ・資料請求にご活用ください

URL：http://www.kyougaku.com/

Facebook
https://www.facebook.com/kyougakucenter/


