
北海道子ども会育成連合会５０周年記念北海道子どもキャンプ 

 （兼 平成２９年度北海道地域子ども会リーダー研修会） 

 同時開催要綱 

 

１.趣 旨  

   北海道各地域で活動する子どもたちが一堂に会し、キャンプ活動など異年齢での共同生活や、自然体験、

創作体験、読書活動など多様な体験活動とともに、各地域の情報交換・交流を行うことで、地域の未来を担

う青少年の健全育成を図る。 

   中級リーダー対象者には単位の認定（実技）を行う。 

 

２.日 時  子どもキャンプ 平成２９年９月１６日（土）～１８日（月） （敬老の日の３連休） 

３.場 所   ネイパル砂川 〒０７３－０１０８  砂川市北光４９６ 

                   電話 ０１２５－５３－２２４６   

子どもキャンプの宿泊は１日目施設内 ２日目テント泊です。（荒天時は施設利用します） 

４.主 催   一般社団法人 北海道子ども会育成連合会 

公益社団法人 全国子ども会連合会 

５.後 援  文部科学省 北海道 北海道教育委員会 社会福祉法人北海道社会福祉協議会 ほか（予定） 

６.参加対象 小学校１年～高校生・大学生及び育成者・指導者 

        ＊ 自分の身支度（荷物整理も含めます）等が自分で出来ることを条件と致します ＊ 

        ＊ 育成者・指導者もアクトに参加して頂きます。＊ 

      全国子ども会安全共済会に加入している方（未加入の方は各市町村子連または道子連へ 

ご相談下さい） 

７.募集人数  子どもキャンプ 一般 １５０名（小学１年生～高校３年生） 

                 スタッフ５０名（班付リーダー、青年リーダー、育成者・指導者、引率者） 

（ネイパル砂川に宿泊出来る２００名までと致します） 

 

８.参加費    ・小学生から大学生までは無料と致します。 

・大 人    １泊２日 ３，０００円 （施設利用費、食事代） 

２泊３日 ６，０００円 （施設利用費、食事代） 

なお、参加に関する往復の交通費は各自にてご負担していただきます。 

子どもキャンプの基本は２泊３日の参加で承ります。 

大人の参加費の合計金額は９月１日（金）までに「13．その他」に記載しております道子連口座
まで送金して下さい。 
 

＊アクト（体験）項目を事前に希望を伺います。申込先着順で承りますのでご希望に添えない場合があります。 

＊チラシの一覧表をご覧になり第２希望までお申し込み下さい。 

  

９月１６日～１８日の子どもキャンプ 一般募集  

 

募集開始   平成２９年７月１０日（月）９時より（事前の申込は無効と致します。ご了承下さい。） 

募集締切   平成２９年８月７日（月） １７時まで各市町村子連でとりまとめの上 Fax またはメール 

でお申し込み下さい。 
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＊ 子どもキャンプは遠方等で集合時間に間に合わない場合は１９時までに入所して頂ければ参加可能です。 

また、同様に閉会式前の退所も可能と致します。（１６日の夕食は要相談） 

 

以下アクト説明（アクト１－ⅰ、アクト１－ⅱ、アクト３） －お選び下さい－ 

木のおもちゃ　３０～６０分 キャンドル　３０～６０分 火おこし（まいきり）　３０～６０分

６０名 ３０名 ４０名

木を使って簡単な行程で ロウを溶かしてクレヨンで色づけ まいきりと言う道具で
出来るおもちゃを作って して型に流し込んで作ります 火をおこします
遊びます。 　　　キャンドルサービスに使うかも 　　キャンプファイヤーの火にします
ミサンガ　３０～６０分 お手玉　３０～６０分 バンダナ
３０名 ３０名 全員作成します

色々なひもを編んで 布を袋縫いして中に小豆 ※ 全員作成なので
ミサンガを作ります を入れてお手玉を作ります 選択希望に入れないで下さい。
　　手首・足首・ストラップになります 　　上手に遊べるかな？

ツリークライム　６０分 スラックライン　６０分 ドッヂビー　９０分
４５名（１５名×３回） ６０名（２０名×３回） ６０名（３０名×２回）

施設の森林に登り ５㎝の平たいロープの上でバランス ソフトなフライングディスクを
木の上の世界を体験します を取ってまずは立って歩きます ﾄﾞｯﾁﾞﾎﾞｰﾙのルールで競います
　　キャンプ場が見えるかな 　　最近ＣＭで話題です

ヒップホップダンス　１８０分 アフリカン太鼓　１８０分 トーチトワリング　１８０分

7０名 7０名 ２０名（中学生以上）

学校でも始まったヒップホップ 太鼓をたたいたり 火の点いた棒を回します
みんなで楽しみましょう 打楽器を製作したり踊ったり 様々な技があります
　　キャンプファイヤーで発表します 　　キャンプファイヤーで発表します 　　キャンプファイヤーで発表します
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10.持参するもの 

   ・靴（室内活動用と野外活動用） 

・野外活動のできる服装 

（長袖、長ズボン、帽子、雨具（カッパが基本）ほか用意して下さい） 

   ・軍手 

・着替え（下着も） 

・洗面道具、風呂道具（シャンプー、石けん等） 

   ・健康保険証または健康保険証の写し 

・筆記用具 

  ・寝袋、キャンプマット（持参可能な方はお願いします）  

   ・その他、各自必要なもの（持病の薬、虫除けなど） 

・自己健康チェック書 

 



 

11.参加申し込み方法 

   ７月１０日（月）９時から受付開始致しますので、参加希望者はお住まいの子ども会関係団体まで別紙

申込書（チラシまたはホームページからダウンロード）に必要事項をご記入の上お申し込み下さい。 

 個人情報の同意書欄の記入もお願い致します。（要捺印） 

     ※ 育成団体が無い場合は北海道子ども会育成連合会にて承ります。 

 

12.その他     

＊ 子どもキャンプではＪＲ砂川駅から限定４０名まで実費１人５００円程度で大型タクシー（１０人乗）での

送迎を受付いたします。（１０人単位）１１時台に砂川駅に到着する電車に対応いたします。 

帰りは１３時台の電車に対応いたします。 

   （個人で小型タクシー（４人乗）１台利用すると２，７００円前後掛かります） 

JR 時刻 行き 札幌方面発 砂川駅着 １１：４７ 旭川方面発 砂川駅着 １１：３８ 

       帰り 札幌方面行 砂川駅発 １３：３８ 旭川方面行 砂川駅発 １３：４７ 

（平成２９年３月４日現在） 

＊ 交通事情により集合時間前に施設到着の方で１日目の昼食をご希望の場合は受付いたします。 

別途１食５００円（実費）掛かります。申込書にご記入下さい。 

＊ ２日目は、テント泊です。寝袋はレンタル品もありますがご自分のをお持ちでしたらご用意下さい。 

また、キャンプマットがありましたらご用意下さい。 

＊ 寒さが予想されますので、服装にはご注意下さい。 

＊ 定員になり次第、締め切りますのでお早めにお申し込み下さい。 

＊  参加の際には健康管理には十分ご配慮下さいますようお願い申し上げます。 

＊ 自己健康チェック書を必ず、本人が記入して当日忘れずにご持参下さい。 

＊ 最終日の昼食は食費に組み込まれています。（不要の場合は申込時にお示し下さい。） 

＊ 参加の際はゲーム機器等の持ち込みを禁止します。 

＊ 子どもの参加者は、活動中は携帯電話は携帯出来ません。 

 

＜申込み・問い合わせ先＞ お住まいの各市町村子ども会育成団体 

又は 

 一般社団法人北海道子ども会育成連合会 

           〒060-0002  札幌市中央区北２条西７丁目  かでる２･７  ９F 

              北海道立生涯学習推進センター内 ℡&fax  011-271-4152 

                            E:mail   doukoren@yahoo.co.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.doukoren.com/ 

 

＜送金先＞ （振込手数料はご負担下さい） 
 

北洋銀行 道庁支店 (普) ０４６１３９０ 
        

 ゆうちょ銀行 記号 ０２７３０－３ 番号１９９３８ 


