全6組実施

2016年12月23日（金祝）～2017年1月8日（日）

募集受付 2016年11月17日（木）AM10：00～

※先着順

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）

キャンプ日程
コース名

ビギナー

ベーシック
チャレンジ

会 場；上味見生涯教育施設 （福井県福井市）

コース名称

日程

S1組

12月23日（日）～25日（火）

S2組

12月25日（火）～27日（木）

B1組

12月27日（木）～30日（日）

B2組

1月3日（木）～6日（日）

C組

12月30日（日）～1月3日（木）

泊数

ボランティア定員

2泊

3泊

各組4～6名程度
※参加者
（子どもたち）
の定員は20名

4泊

活動の特徴～プログラムは子どもたちと決めます！～
共学センターのキャンプでは、プログラムがありません。
その時集まったこどもたちの「やりたいこと」を集め、それを実現する形でプログラムを
決めていきます。
他にも、みんなでの約束事やルールを考えるときも、子どもたちの声を大切にして
【子どもたちが主役となって暮らしそのものを創りあげる】
ことを目指しています。

ボランティアの関わり方（サポーター、つながるサポーター、裏方参加、長期参加 etc…）

～サポーター～
活動中、ボランティアのことをサポーター
と呼びます。基本的に、8人～9人の子ど
もたちと、1～2人のボランティアで生活
グループを作ります。活動・生活面での手
助けをしつつ、時に思いっきりあそび、一
緒に考えたりしながら、仲間、友だちとし
て過ごしてください。

～つながるサポーター～
活動中、障がいを持った子どもたちを受け入
れることがあります。個々でのサポートが必
要な場合もあるので、サポーターがお手伝い
いただくことも可能です。
～長期参加など～
複数組の参加やキャンプの裏方での参加も可
能です。様々な面から子どもたちを見てみた
い方はご相談ください。

京都駅／名神草津PA／名神多賀SA に無料貸切バスの発着場を設定（JR美山駅のぞく）
※参加する子どもたちも一緒に乗車するので、活動前に子どもたちと交流することができます。
組名

全組
※JR美山駅からは団
体者にて送迎いたし
ます。

集合解散場所

ボランティア集合時間

ボランティア解散時間

現地

13:00

10:00

JR美山駅

12:30

10:30

JR京都駅

10:40
11:30
12:10

11:00
10:10
9:30

名神高速

草津PA

名神高速 多賀SA

福井県内、北陸圏から参加／現地集合解散希望者は…
活動終了後、センターより一定の額を交通費補助として支給いたします。
（県内・北陸より参加・・・・・・上限4,000円）
（関西・その他地域より参加・・・上限6,000円）
ボランティアの声をちょっと紹介！

■子どもの良い面、悪い面・自分自身の長所・短所を知ることが出来た
とても楽しいキャンプでした。 （当時リピーター 大学生）
■このようなキャンプのサポーターに参加できてとても良かった。
色々な経験、学び、色々な子どもたちとの関わりや笑顔が見れて…良かったです
（当時初参加 大学生）
■目的をもってがんばる子どもの姿をたくさん見ることができて嬉しかったです。
子どもたちが主役となって楽しく過ごせるようにフォローする（時には厳しく真
剣に向き合う）サポーターの皆さんの働きから学ぶことが多くありました。
（当時初参加 社会人）

「ボランティア説明会」について
共学センターでは、初めて参加される方とは必ず、
事前にお会いし、活動についての説明や打ち合わせの場を設けています。
共学センターの活動に初めて参加されるかたは、
参加が原則必須となります
※時間は1時間半～2時間程度となります
※日程・会場などは参加希望者と個別に相談の上、決定します。
北陸・関西圏在住の方＞＞＞原則、会場を設定して対応
それ以外の方、または上記在住で日程の合わない方
＞＞＞ 事前に資料を送付後、電話での説明対応となります。

ふくい冬の里山自然遊楽 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「事前説明会」への参加が原則必須となります。
2.開催場所

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

自然体験、生活体験キャンプ【ふくい冬の里山自然遊楽】における参加者の生活面・活動面のサポート
4.日程 定員

対象

コース名
ビギナー
ベーシック
チャレンジ

ボランティアの定員はコースにより異なります。
コース名称

日程

S1組
S2組
B1組
B2組
C組

12月23日（日）～25日（火）
12月25日（火）～27日（木）
12月27日（木）～30日（日）
1月3日（木）～6日（日）
12月30日（日）～1月3日（木）

泊数

ボランティア定員

2泊

各組4～6名程度
※参加者
（子どもたち）
の定員は20名

3泊
4泊

【集合解散予定】2018年10月現在※今後変更になる場合があります。
組名

全組
※JR美山駅からは団
体者にて送迎いたし
ます。

集合解散場所

ボランティア集合時間

ボランティア解散時間

現地

13:00

10:00

JR美山駅

12:30

10:30

JR京都駅

10:40

11:00

名神高速

草津PA

11:30

10:10

名神高速

多賀SA

12:10

9:30

5.待遇 概要
＜名 称＞

ふくい冬の里山自然遊楽

＜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。
（上限あり

＜食 事＞

短期ボランティア『サポーター』

県内北陸：4,000円程度

子どもたちと一緒につくります。＜住

＜保 険＞
6.申込方法

それ以外：6,000円程度）

居＞子どもたちと一緒に過ごします。（民家利用）

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。

『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。
期限：12月10日（第1次）
【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事前説明会が必修となります。（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）

【承諾書（参加委嘱通知書）発送】

説明会終了後

随時発送となります。

7.説明会について（初めて自然体験共学センターの活動に参加する方対象 必須）

別紙およびホームページなどの情報を参照ください。（12月8日-9日 会場：関西 12月15日
8．その他
●長期ボランティア（実習生）
１～2週間以上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。

会場：福井 にて開催予定）

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。～

Q1：キャンプに参加
するには？

A１：『申込書の提出』が必要になります。
初参加の方：センター作成の申込書に記入・写真貼付し、郵便・持参にて提出
参加経験者：申込書の郵送・FAXほか、インターネット申込フォームをご利用くださ
い。

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』で最終的に決定し
ます。

Q3：森の子会議とは？

A3：活動では、子どもたちのキャンプやりたいことを取り入れながら、子どもたち
が創るキャンプを目指します。
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が意見を出し
合う時間になります。

Q4：子どもとの関わり
方は？

A4：活動中はボランティアのことを「サポーター」と紹介します。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。指導者ではなく、ボランティア自身
も一緒に学び、成長できるような雰囲気を大切にしています。
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。（障がいの内容により、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：先着順での申込で、12月10日（月）にて締切ります。しかし定員状況により、
2次募集を行う場合があるので、お問合せください。

Q7：説明会は
何のために行うの？

A7：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、日程の詳細は別紙をご覧ください。

Q8：活動中の
入浴について

A8：期間中に公共の入浴施設（伊自良温泉）を利用します。
費用はこちらで負担します。

Q9：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。
※目安として泊数分＋予備（1泊程度）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。

Q10：交通について教
えてください

A10：関西からご参加の方は貸切バス（ボランティア無料）をご利用ください。
福井県内、北陸より参加の方は現地もしくはJR美山駅をご利用ください。
詳細はリーフレットもしくは募集要項をご覧ください。

Q11：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、携帯電話の使用を遠慮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、個別に対応することが可能です。

Q12：初めて参加し
ます。何をすればよ
いのかわかりません
…

A12：【まずは一緒にやってみる】ことが一つの方法です。
最初は緊張すると思います。が、あまり難しく考えずに、とにかく子どもと一緒に楽
しく活動してください。子どもの手の届かないところ（安全面・健康面）だけは大人
の目線になってください。

Q13：
問合せ・連絡先は？

〒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
TEL： 0776－93－2013
FAX： 0776－93－2012
mail:： leader@kyougaku.com
担当：細川までご連絡ください

