
自然体験共学センター 秋季活動 ボランティア募集要項（詳細版） 

1．応募条件                                             

主に高校生以上の心身共に健康な男女で、 
自然体験共学センターの実施する自然体験活動の 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。 

2．募集人員                                            
5「日程・定員・対象」をご覧ください。 

３．開催場所・連絡先                                            

【なら秋キャンプ】 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） 
          ※JR、近鉄奈良駅よりバス利用で約 40分／自家用車利用時、無料駐車場あり 

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 FAX：077６－９3－2012 mail：leader@kyougaku.com 

※キャンプ開催日までの電話受付時間：10 時～18 時まで（土日祝除く） 
※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。 

4．活動内容                                            

  1 泊 2 日の宿泊体験型キャンプにおける参加者の生活面・活動面のサポート 

     → 通称「サポーター」として活動に参加します。 

 ●初参加の方は事前説明会への出席が必須となります。（9．ボランティア説明会 参照） 

● 本部スタッフサポートなど、多方面からの活動参加にも応じます。（10 参照） 

5．日程・定員・対象                                        

●「2018 なら秋キャンプ」計 2 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。 
●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、リーフレットなどをご覧ください。 
●ボランティア定員は子どもの参加者数によって前後することがあります。ご了承ください。 

 

組 名 日  程 泊 数 
子ども

定 員 
子ども対象 ボランティア定員 

なら秋 1 組 11 月 17 日(土)～11 月 18 日(日) 
1 泊 2 日 

各組 

45名 
小 1～小 6 各 10名程度 

なら秋 2 組 12 月 1 日(土)～ 12 月 2 日(日) 

6．待遇・概要                                              

 ＜名 称＞  ボランティアスタッフ（サポーター） 

 ＜諸経費補助＞  一定の金額をお支払いします。（活動前後の食費、及び交通費補助として） 

           ＞＞＞１組 1,000 円＋交通費補助 

              【交通費補助】上限 4,000円 となります。                      

 ＜食 事＞  子どもたちと一緒につくります。 

        ※1 日目の昼食については持参ください。 

＜住 居＞  原則、子どもたちとの共同利用となります 

       入浴については、活動時間確保を優先するため、全体での設定はありません 

        ＞＞＞アトピー等、諸事情がある場合はご相談ください（参加者・ボランティア共通） 

 ＜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。 

 

 

 

 



７．集合解散地について                                              

 ●下記のとおりとなります。（時間は変更する場合があります。） 

  ＞＞最終的な内容は、参加内定者に送付する「承諾書」「最終お知らせ」にて通知、確定となります。 

  ＞＞「交通アクセス」内の情報はダイヤ改正により変更する場合があります。 

【なら秋キャンプ 集合解散予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8．申込方法について                                         

【初参加の方】 

⇒ ⇒ ⇒ 所定の申込用紙、ホームページ様式に記入、写真貼付のうえセンターに郵送 

      ※ホームページ様式での申込の場合、顔写真データの提出が必要となります 

【過去、参加経験のある方】 

⇒ ⇒ ⇒ 申込書の郵送、FAX もしくは、インターネット申込フォームをご活用ください 

●受付は先着順とし、「定員に達した時点」「下記締切日」のいずれかにて受付を終了いたします。 

 ※ 定員状況により 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要問合 

   なら秋 1 組：11 月 7日  なら秋 2 組：11 月 21日  

 

●申込書が到着した時点での受付となります。 

 

【申込から参加までの流れ】 

「申込」・・・所定の申込様式にてお申し込みください。 

  ↓ 

「承諾書（参加決定通知書）の送付」 

・・・申込後、2 週間以内に受入の有無の結果を通知させていただきます。 

 

  ※当センターのボランティアが初参加の場合は、説明会終了後のお渡しとなります。 

  ↓ 

「活動のお知らせ送付」・・・申込締切日以降に、持ち物等の資料をお送りいたします。 

  ↓ 

「活動当日」集合時間・場所等をお間違えなく、お越しください。 

 

 

 

集合時間 解散時間 集合解散場所 

10：００ １5：45 奈良市青少年野外活動センター 正面玄関 

交通アクセス 

・バスの場合（奈良交通バス） 

ＪＲ・近鉄奈良駅より…柳生・邑地中村（おうじなかむら）・石打行きバス乗車 

「興東館柳生中学校」下車、東へ徒歩すぐ 所要：約 40分 運賃 片道 810 円 

・お車の場合（無料駐車場有り） 

ＪＲ奈良・近鉄奈良駅より… 国道 369号線 般若寺交差点を東へ 大柳生交差点からまもなく：約 25 分

名阪国道   針インターより… 国道 369号線   北へ 柳生交差点を西へ 所要時間：約 30分 



９．ボランティア説明会                                   

＜目的＞  自然体験共学センターボランティア活動の内容紹介 

      活動前の事前打ち合わせ、顔合わせ 

 ＜対象＞  自然体験共学センターの活動に初めて参加される方※必須 

        ＞＞＞参加不可の場合は、活動参加を取り消す場合があります。ご注意ください。 

 ＜日時・会場＞ 

参加希望者と個別に連絡を取り、調整を行います。（関西等で会場を設定します） 

＞＞＞最大限努力いたしますが、必ずしもすべての希望に添えるとは限りません。 

調整により個別～小グループでの実施となる場合があります 

 ＜時間＞  1時間半～2時間程度 

＜持ち物＞ 筆記用具／A4 サイズの資料が入れられるカバン、袋等（説明時に資料をお渡しします） 

 ＜参加費＞ 無料（ただし、実施会場までの交通費は各自の負担となります。） 

10．備考                                             

【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、FAX・E-mail・はがきのいずれかの方法で 

速やかにその旨（参加者氏名、参加日程、連絡先を明記）を主催者まで必ずご連絡ください 

電話での受理はできません。 

【本部スタッフ支援などの受入れ対応について】 

 以下での活動希望・チャレンジについても対応いたします。ボランティアとして一歩踏み込んだチャレンジ

の機会となればと考えています。どんなことでもご相談ください 

 ◇ 「レクリエーション実践」 

  …アイスブレイクやキャンプファイヤーなど、参加者全体での交流を伴う際の実践ができます 

   （歌唱、ゲーム指導、道具をともなう活動など） 

 ◇ 「本部運営の裏方サポート」 

  …食事の準備、機材運搬、写真撮影、参加者全体のフォローなどグループ外での活動 

    

  ※ 当日の子ども、ボランティア参加状況、および上記希望が多数などの状況によっては 

    参加希望を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

【つながるサポーターとは？】 

  ＞＞＞活動に際して、障がいを持つ子どもを受けいれる場合があります。 

その場合、マンツーマンに近い形式でサポートを行う方を募集する場合があります。 

希望する場合、申込書備考欄などにご記入ください。 

     ※対象となる参加者がいる場合の対応となります。ご了承ください。 

【途中参加を希望します】 

  ＞＞＞先着順の如何にかかわらず、原則、全日程参加のボランティアを優先して受け入れます。 

     参加可能な場合、個別にご連絡を差し上げます。 

【問合せ・申込先・連絡先】 

 NPO 法人自然体験共学センター 担当 細川 

〒910-2464福井県福井市中手町 7-3 上味見生涯教育施設内 ボランティア係 まで 

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

 MAIL：leader@kyougaku.com 
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Q1： 
どんなキャンプ？ 

A1：「子どもたちが主役」の暮らしづくりを目指すキャンプです 

   ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは子どもたちと行う『森の子会議』を基に、最終的に完成します。 
   ※他、施設との調整や、活動のねらいに基づいて活動を展開していきます 

Q2： 
子どもとの 
    関わり方は？ 

A2：「サポーター」として活動に参加します。 
主には 9 人程度の生活班グループに入り、一緒に過ごすなどです。 
指導者ではなく、仲間として見守り、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。 

Q3：募集期間は？ 
     方法は？ 

A3：原則、活動実施 10 日前までの申込をお願いしています。 
  ※定員状況により 2 次募集を行う場合が 
    締め切り後の申込はお問合せください。 
   郵送・ホームページからの申込に対応しています。 

Q4： 
初めての参加者は説

明会必須としている 
     目的は？ 

A4：事前にお会いする機会を設けることで、不安の解消につなげたり、 
    活動への期待・イメージを具体的にもっていただきたいためです。 
初参加の方とは、この機会を必ず設けさせていただきます。 
参加を悩んでいる時点でのご参加でも構いません 
※会場、日程の詳細は募集要項をご覧ください。 

※原則個別もしくは小グループでの対応となります 

Q5：会場までの 
交通手段について教え

てください 

A5：公共交通機関の最寄り駅は近鉄・JR 奈良駅です。そこからは路線バスを利用

しての移動となります。募集要項を参照いただき、必要に応じ問合せください 
  ＞＞上限はありますが、交通費の補助支給を行うことが可能です。 

Q6：活動中、家族など

と連絡を取ることはで

きますか？ 

A6：諸状況への配慮から、活動中の携帯電話の使用は禁止としています。 

   （活動中の破損・紛失を防ぐ／参加者と同じ状況をつくるためなど） 
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、事前にご相談ください。 

Q7：活動中、写真撮影

はできますか？ 
A：個人での撮影は禁止です。 
   デジタルカメラ等持参した場合は、お預かりします。ご了承ください。 
活動中はスタッフ、もしくはスタッフが撮影を依頼したボランティアが 
撮影を行います。それらの写真は活動後に HP などに掲載します。 
また、ボランティア活動の報告等で写真の使用を希望する場合は、 
   お問合せいただければ、使用可能です。（無断使用はおやめください。） 

Q8：初めて参加。 

子どもたちと関わる

ポイントは 
   ありますか？ 

A8：【問いかける】【一緒にやってみる】ことです 
会話の一歩目となったり、子どもの想いを引き出すきっかけになります。 
しかし活動では、ボランティアとして参加する方自身の想いを大切にしたい
と考えています。様々な関わり方にチャレンジすることができるのが共学セ
ンターのキャンプの特徴でもあります 
わからないことは都度、スタッフに相談してください。 
子どもの手の届かないところ（安全面・健康面）では大人の目線になってください。 

 

ボランティア Q＆A  

～下記以外にもご不明、ご不安などありましたら、なんでもご相談ください。～ 


