＊ ごあいさつ ＊
信州・伊那谷の大自然を舞台に開催される「夏の信州こども山賊キャンプ」は、例年全国
より約1000名のこどもが参加する日本でも有数の自然体験教育キャンプです。
非営利の教育活動としてのこれまでの実績が認められ、文部科学省、長野県、長野県
教育委員会、林野庁、国土交通省地方事務所などの後援事業として実施しております。
昨今、新型コロナウイルス感染症の影響により、体験活動やコミュニケーションの機会が
制限されています。NPO法人グリーンウッド自然体験教育センターでは、国や長野県の指
針に従い、感染防止対策を徹底しながら体験活動の提供を行ってまいりました。ぜひ信
州の大自然と、NPOグリーンウッドのノウハウをこどもたちの健全育成の場所としてご活用
いただきたいと思います。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

最長老より
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２０２２ 年

夏が来る！

最長老より

全国のこども山賊の仲間たち！ 待ちに待った季節がやってき
たぞ！今年の夏も太陽と水と緑がびっくりするほどきれいな「信
州やすおか村」の大自然の中で思いきり遊ぼう！
こども山賊キャンプは、体の動く限り遊んで、遊んで、遊びまく
るキャンプなんだ。今年もやりたいことに合わせて色々なコース
を選べるようにしたぞ。だから、はじめてキャンプするお友だちか
らベテランのお友だち、低学年のお友だちや高学年のお友だち
まで、思う存分楽しめるはずだ。全国各地からたくさんのこども山
賊の仲間たちが集まってくるぞ。新しく出会う顔。いつもと同じ顔。ワクワクドキドキのこども山賊
キャンプだね！
こども山賊キャンプは、「おきて」を守りながら自由に遊ぶ冒険キャンプだよ。とくに大事にして
いることは、大きい子も小さい子も、力の強い子も力の弱い子も、東京の子も名古屋の子もそして
全国の子も、お互いを認め合って知恵と汗を出し合う「支え合いの心」だ。支え合って暮らす苦労
と喜びをたくさん感じよう！
こども山賊キャンプは、１日のスケジュールやみんなで守るルールなんかも話し合いで決めて
いくんだ。ご飯だって自分たちで火をおこして作るし、食器だって、遊び道具だってみんな自分し
だいでどんどん作っていける「手作りキャンプ」なんだよ！
太陽と共に起き、星と共に眠る。キラキラ光る川の水しぶき。さわやかに澄み切った朝の空気。
心をとかしてくれるキャンプファイヤーの炎。こぼれ落ちそうな満天の星空。そして、一緒に暮ら
すかけがえのない仲間たち・・・。君も一緒にこども山賊キャンプでしか味わえない特別な時間を
過ごそう！山賊の長老たちは君に会えることを楽しみに待っているぞ！
さあ、今年の夏もここ「信州やすおか村」で、全国の仲間たちと一緒にとびっきりの思い出をつく
ろう！

２

sanzoku no okite

山賊 キ ャ ンプ のお き て

だいじ

とっても大事なことが
か

書いてあるんだよ。
ことば

とう

もしわからない言葉があったらお父さん
かあ

い み

おし

お母さんに意味を教えてもらってね。
まも

おきてを守れることが
さんぞく

さんか

じょうけん

山賊キャンプへの参加の条件だよ！

４

sanzoku check!!

山賊チェック！君はどんな山賊になりたいかな？
さぁ次はみんなの山賊度をチェックするぞ！
君はどんな山賊になりたいかな？
どのコースもお楽しみが盛りだくさんだぞぉ！

ご飯を食べる
ことがとにかく
大好き！

はい
いいえ

満点の星空
を眺めたい
きもだめし

スタート

なんて怖くない！

ずばり！
夏といえば
川遊びだと思う！

野宿を
してみたい

１日中いっぱい
あそんだって
へっちゃらだい！

夏休みの計画は
自分で立てる！
今年のキャンプは盛りだくさん！
みんなで夏を楽しもう！
５

山賊 チェ ック

詳細
P.１１

山賊度

お友だちを
たくさん
作りたい！

素朴な自然体験を満喫！
小さい子から大きい子まで、
集まれ！
参加資格：小１〜中３
自分で参加を決意した者
各組定員：３０人
泊
数：３泊・４泊
あ じ と ：左京川キャンプ場

詳細
P.１２

「チャレンジ」
と聞くとわくわく
する

はっきり言って
体力に自信が
ある

もう、
マッチなんて
いらない！！

１週間以上の

かっこいい
山賊に
あこがれる

長期間
お友だちと遊びに
仕事にめいっぱい
がんばりたい

山賊 度
ちょっぴりハードでワイルド。
仲間とチャレンジしよう！
参加資格：小１〜中３
自分で参加を決意した者
チャレンジ精神あふれる者
各組定員：２０人
泊
数：３泊・４泊
あ じ と :左京川キャンプ場（上流）

Z

ゼ ロ

詳細
P.１３

山賊度
山賊のみが知る！何もない＝ゼロ
からつくる、究極のおもしろさ

参加資格：小４以上・山賊キャンプ経験者
自分で参加を決意した者
ゼロから生み出す
チャレンジ精神あふれる者
各組定員：１０人
泊
数：４泊
あ じ と :泰阜村の自然の中（当日発表）

詳細
P.１４〜１６

山賊度
山賊の中の山賊！
勇気あるこども、集まれ！
参加資格：小１〜中３
自分で参加を決意した者
チャレンジ精神あふれる者
各組定員：S1組１５人、S２組１０人
泊
数：７泊・１１泊
あ じ と : 暮らしの学校だいだらぼっち
または、 あんじゃね自然学校

６

sanzoku camp basic menu

山賊キャンプ

基本メニュー

まずは山賊ももちゃんと一緒に山賊キャンプでどんなことをするのか見てみよう！
どのコースもこれらのメニューが基本になっているよ ！
山賊ももちゃん

山賊会 議

〜

どのコースに参加するにも大切

〜

山賊キャンプでやることや暮らしのルールなどは、基本的に全員参加の「山賊会議」で決めていくよ。一族（グループ）
のこども代表＝おかしらを中心に話し合いをすすめて、期間中にやりたいことなどの意見を出し合い、自分たちで計画を
組み立てていくんだ。
また、楽しい場を作っていくために、暮らしの中で困っていること、悲しんでいること、変えたほうが良いことなどをみ
んなに伝え、全員で今起こっている問題を解決していくよ。他にも、全体行事などについて、「おかしら会議」が開かれ
ることもあるよ。
自分たちで山賊会議というコミ
ュニティーを運営することによ
って、主体性の発揮を促し、コ
ミュニケーション能力を育み、
そして自分たちで決めたことを
実行するという責任感を培って
いくことを狙いとしています。

キャンプで何を
するのかはみんな
で決めるんだよ。

火おこし・食事づくり

※食事づくりはマスクを着用して行います。

朝・夕の食事作りは山賊キャンプの大切な活
動だよ。メニュー決めや、薪を使って火お
こしするところからはじめるんだ。みんなで
作ったご飯はおいしいよ！
なぜ、わざわざ手のかかる食事作りをす
るのか？それは、手のかかるちょっとめん
どうな暮らしの作業の中にこそ、こどもた
ちの主体性が発揮される場面があるか
らです。「待つ」から「関わる・動く」
へ。食事作りを通して、主体性とチーム
ワークを学びます。
※昼は、遊びの時間を確保するため行動食となります。
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山賊キャンプの食事作りにおける活動は、『地域に根ざした食育コンクール2009』にて優良賞を受賞いたしました。

山賊 キャ ンプ 基本 メニ ュ ー

チャレンジ川遊び・沢のぼり
びっくりするぐらい水がきれいな川で遊ぶよ。チャレンジする気持ちがある子は、上流の大きな滝をめざして沢のぼりだ！

「チャレンジ」とは、今の自分から一
歩踏み出すことであり、その踏み出す
プロセスにこどもたちの「学び」と
「成長」があります。沢のぼりは自分、
仲間とのチームワークを試す、そして
未知へのチャレンジです。

山賊キャンプファイヤー
自分たちで考えて、実行するキャンプファ
イヤーは歌あり、ダンスあり、ゲームあ
り？！みんなでつくるキャンプファイヤー
は最高！きっとみんなの心に残るよ。

Education
talk

みんなで企画する
キャンプファイヤーだよ ！

その１ なんで「山賊」なの？
こどもが成長していくためには、安心して自分を出せる環境が不可欠。山賊というユニークなコンセプトは、キャンプを
楽しい雰囲気にして、より開放感を与えてくれます。山賊仲間は大人もこどももキャンプネームで呼び合い、仲間とのか
かわりに親近感を高めます。「安心と楽しさ」がキーワード。
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sanzoku camp basic menu

ドラム缶風呂・ゴエモン風呂
山賊キャンプで人気の基本メニューだよ。川から水をくみ、薪
を使って火をおこすよ。煙に負けずに一生けんめい温めてね。
こんなちょっとめんどう
くさい作業がどうしてこ
んなに楽しいのでしょう
か？それは、自分たちで
一から始め、失敗しては
知恵を出し合い工夫して、
焚き上げたお風呂に入る
ということが「楽しい」
からです。仲間のために
焚くことが「楽しい」と
感じられた時、本当の思
いやりを学びます。

ネイチャークラフト
自然の中にあるものを材料にして何ができるかチャレンジしてみよう。
自分で考えること、工夫すること、作ること、きっとその楽しさに気づ
くはず！完成したものは、世界でただ一つ自分だけの大切な作品だよ。
おもいっきり胸を張ってじまんしてね。

野 宿
山賊キャンプの隠れた人気NO.1だよ。テントのあのせまい空間も
いいけど、やっぱり星空を見上げながら、広い大地にねころがるの
はすっごく気持ちいい！一度やってみたらきっと夢中になるよ。
夜空を埋めつくす無数の星、一筋の流れ星、蛍が飛び、木々がざわ
めき、川のせせらぎ、鳥の声･･･。夜の世界は人間の五感が研ぎ澄
まされます。きっとこの夏一番の想い出となることでしょう。
※野宿は、毎年半分以上のこどもがチャレンジしています。安全管理を徹底しており
ますので、原則希望すればだれでもチャレンジすることができます。
※ただし、天候及び参加者の体調などを考慮し、主催者側で実施を見合わせる場合も
ございます。あらかじめご承知おきください。
Education
talk

その２ どうして自然体験なの？
こどもは体験をもとに理解するといわれ、体験活動は学力を支える基礎となるといわれています。
しかし、いまのこどもたちには、その理解の基礎となる直接体験の機会が不足しています。山賊キャンプは直接体験の
機会はもちろんのこと、その体験をふりかえり、仲間と共有し、次の日に生かすことを促進（ファシリテート）してい
ます。このようにしてこどもの学びと成長を支えているのです。

9

山 賊 キャ ン プ基本 メ ニ ュー

森の探検・ハイキング・山のぼり
キャンプ場周辺のショートハイクやお弁当を持ってロングハイクに
もでかけるよ。時にはキャンプ場からちょっとはなれた場所にある
大峰山へ登山にでかけたり、山道を探検したりもするんだ。大峰山
から見る天竜川や泰阜村の景色は最高！太陽がしずんだら星空やホ
タルを見にナイトハイクにも行けるよ。

虫とり・いきものを探そう！
キャンプ場にはギンヤンマ・カブトム
シ・クワガタ・カエル・カニ・アカ
ハライモリなどなどたくさんの
生き物たちが住んでるよ！大自
然の中で色んな生き物たちと
ふれ合ってみよう！

朝づくり
この地域（泰阜村）に昔からある生活習慣で、
朝飯前のひと仕事 という意味があるんだ。
山賊キャンプの暮らしにはすっごく大切なこと
だよ。
身の回りの掃除は何もキャンプに限った
ものではなく、むしろ日常生活において
重要な活動です。こどもたちはごみ捨て、
テントそうじ、トイレそうじなどを自分
たちで決めて行います。
Education
talk

その３ こどもに火を任せるということ
火を扱うことや刃物を使うことは、ある意味危険なことです。しかし、野外生活では、火や刃物を使
わないと生活になりません。規制するよりもむしろ、きちんとした使い方を教え信頼して任せること
で、こどもたちは驚くほどの主体性を発揮するものです。こどもと大人が信頼しあうことによる相乗
的成長も山賊キャンプの大きな特長です。
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sanzoku camp course
基本のキャンプ

山賊キャンプ各コースの紹介

山賊キャンプの全ての基本はここにある！

asic

山賊度

コース

「自分たちの力で暮らしを作る」という山賊キャンプのポリ
シーを大切にした、基本のキャンプ！
キャンプで何をするのかは、山賊会議でこどもたちが話し合
いをして決めていく！どこか懐かしい里山の自然の中で、仲
間たちと協力して暮らし、時間も気にせずめいっぱい遊ぶ。
夜にはこぼれ落ちそうな星空の下で、流れ星を眺めながら友
達と枕を並べて寝る。
そんな素朴な自然体験の基本を存分に味わうことが出来るの
が「山賊キャンプ・ベーシックコース」だよ。

火おこしから
作ったご飯！
みんなで食べると
さらにおいしい！

寝る
寝るところのすぐ近くに
本部棟やトイレがあるから、
安心だね！

遊ぶ
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∞

遊びのアイデア無限大！
小さい子から大きい子まで楽しめる！

食う

山賊キャンプ各コースの紹介
ベーシックコースよりちょっぴりワイルド！

自由度満点！仲間とチャレンジしよう！

山賊度

hallenge

ベーシックキャンプ場の上にある
「チャレンジあじと」は、チャレ
ンジャーだけが来ることを許され
るとっておきの場所！
基本はベーシック。だけど、ちょ
っぴりハードにワイルドにキャン
プを楽しみたいという山賊にはも
ってこいのコースだ。それではど
んなチャレンジが待っているのか、
3つの特徴を紹介するよ！

コース

チャレンジコース３つの特徴
その１ 合言葉は『仲間とチャレンジ！』
「チャレンジあじと」は「ベーシックあじと」とは違って、水道も薪置き
場も近くにないから、生活するために川の水くみ（バケツリレー）や薪運
びをみんなでやる！だからベーシックコースの何倍も苦労する。もちろん、
一人で出来ないことは仲間と協力して乗り越える。『仲間とチャレンジ！』
それがチャレンジコースの合言葉だ！
その困難を乗り越えた仲間たちは、きっと固いきずなで結ばれる！

その２ みんなでつくるチャレンジコース！
チャレンジコースの参加者はベーシックコースより少ない人数だ。だから
一人ひとりの声や考えがより大切になってくる。みんなが生活していく中
で困ったことがあったとき、また、キャンプを楽しくするためにどうした
らいいか、それをみんなで話し合う！
君たちの意見次第でチャレンジの幅はもっともっとひろがるぞ！

その３ スーパーコースへの登竜門！
スーパーチャレンジメニューはないけれど、秘密の場所を探しに行くこと
もできる。自分たちのあじとに新しい遊び場をつくることだって可能だ！
そんな未知への挑戦ができるのがこのチャレンジコースだ！

チャレンジ
水くみ毎年
人気だよ！！
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sanzoku camp course
山賊の原点を極める特別コース！！

山賊度

コース

ero

何もない＝
電気・ガス・
水道がない! !

０

からつくる

秘密の
ｾﾞﾛﾌｨｰﾙﾄﾞ!!

マッチ
もない! ?

自分たちで

つくりだす楽しさ！！
楽しさ！

ベーシック、チャレンジ、スーパー…。他の山賊キャンプのどのコースにも、暮らすためのテントや
キャンプ場は初めから準備されているよね？ でもこのゼロコースは違うよ！
寝るための建物はもちろん、台所やトイレもない。それに電気やガス、水道だって通ってない。
だからこそ、キャンプを楽しくするために必要なものは自分たちでつくりだす！
最小限の道具で工夫して暮らしていく。それがゼロコースの一番大変で、一番楽しいところなんだ！

ゼロコース参加条件
ゼロコースはいままでの山賊キャンプとは一味違うぞ！
だから、参加するみんなにも厳しい条件がある！
それは、下の３つの条件！これがゼロコースの参加資格だ！！
いままでの山賊キャンプのどのコースよりも、
自由な発想と工夫が大切になってくるのがこのゼロコース！
何もない場所で自分たちだけのキャンプを創りだそう！！

その１ 山賊キャンプリピーターである
その２ 小学４年生以上である
その３ 「０(ゼロ)」から生み出すチャレンジ精神！！
トイレも自分たち
で作るよ！！

マッチを使わずに
火起こしするのがゼロ山賊！

力を合わせて、ゼロ山賊だけの
とっておきのあじとを創りだそう！
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※写真は、過去のゼロコースの様子です。今年の活動場所・実施プログラムは変更する可能性があります。

いままでになかった
新しいワクワクが
待ってるぞ！！

山賊 キャ ンプ ス ーパ ーコー ス

山賊キャンプを極めよう！

山賊の中の山賊
なんて
あこがれる〜 ！

山賊度

コース

uper

勇気あるこどもたち！
カヌーやシャワークライミングに挑戦だ！
「このキャンプは、ちょっと違う。勇気がないと参加できないし参加してもつまらない。で
も、勇気あるこどもならOK。どんな勇気かというと、山賊キャンプの"おきて"を自分たちで
守っていける勇気だ。みんなで協力して暮らしを築き上げて、その仲間とカヌーやリバーフ
ローティングに挑戦するから強烈に楽しい。本当の仲間を作る勇気のある君たち、チャレン
ジしてみないか？」 最長老だいちより

スーパーコース３つの特徴
自然 やすおか村をフィールドとした
体験 ダイナミックな自然体験
カヌー・ウォータースライダー
リバーフローティング・シャワークライミング
飛び込みなど

生活 自分たちで手がける生活体験
体験 食事作り・風呂焚き・話し合い（山賊会議）
薪割り・チームワークなど

トライ 体験を体験で終わらせない
＆

エラー

ふりかえり＆フィードバック学習

長期だからこそ、「トライ＆エラー」を重視

山賊キャンプ（スーパーコース）は
フジテレビ『たけしの日本教育

白書直前スペシャル』や雑誌
『日経 キッズプラス』でも
取り上げられたよ。

＜作文提出について＞
申し込みの際に参加動機（なぜスーパーコースに参加したいのかなど）
のわかる作文（Ａ４・１枚程度）が必要となります。
作文はお申し込み後２週間以内には必ずご提出ください。
作文の提出のない場合や内容によっては参加できない場合がございます。

作文については手書
きのものを郵送また
はＦＡＸにてご送付
ください。

14

sanzoku camp super course
スーパーコースでチャレンジする ダイナミックな川遊び

スーパーチャレンジメニュー だよ！
スーパーメニュー①

天竜川 カヌー
＆
スペシャル
リバーフローティング
天竜川でカヌーに乗って約５ｋｍ（約１時間）のライン下りにチャレンジ
します。

スーパーメニュー②

万古川
ウォータースライダー
＆
渓谷沢登り
秘境万古渓谷でのウォータースライダーや沢登りにチャレンジします。

スーパーメニュー③

和知野川
リバーフローティング
＆
飛び込み
天竜川の支流、和知野川で川遊びをします。飛び込みをしたり、ライフジャ
ケットを着て上流からのリバーフローティングにチャレンジします。

※スーパーメニューは安全確認のため期間中の天候・参加者の体調・チームワークなどを考慮し、
主催者側でメニューの実施の判断、決定をさせていただきます。あらかじめご了承ください。

３つのチャレンジメニューの中から期間中に
１つのメニューに挑戦するよ！

Education
talk

その４ 中･長期キャンプのよさって？
1日、2日くらいはこどもも猫をかぶっていい子でいられます。でも5日、6日と寝食を共にするとだんだ
んと本音が出てきます。時にはケンカもおきてきます。でも1週間、10日とたつといろいろな友達の個性
を認め合い、本当の仲間としてのチームワークが生まれてきます。大人に言われなくても、協力し合った
り譲り合ったりできるようになるのです。
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山賊 キャ ンプ ス ーパ ーコー ス

秘 スーパー情報

「暮らしの学校だいだらぼっち」や
「あんじゃね自然学校」 をベース
基地に何ができるのかな？

泰阜村全体が遊び場だ！
みんなのチャレンジによっては、
自分たちで作った秘密基地で寝た
り、テントを張ったり！大峰山の
てっぺんで寝るのもおもしろいね。

大家族！

お風呂は薪でたく五右衛門風呂
メニューは自由。食材から考えよう！

お風呂をたくのに必要な薪を割るよ！

みんなで生地から
ピザ作りに挑戦！
今日のご飯のメニューは？
用意された材料で何を使ってもＯＫ！もちろん野外料理だっ
て構わない。何をするかは君たち次第だ！

新しい遊びを開拓できるのはスーパーの特権だよ！
時には誕生日会や泰阜村探検も！！
日本秘境駅
ランキング上位
の『田本』駅に
やって来たよ！

食料は泰阜村の農家へ Ｌｅｔ ｓ ＧＯ！

誕生日もお祝いしたよ！

いつもキャンプでお世話
になってる農家にお野菜
をいただきに行ったり、
収穫させてもらったり。
自分たちが食べる野菜は
とれたてだから新鮮！
一番おいしいところをま
るかじり！

早朝に大峰山
へ出かけたよ！

※アクティビティの実施については、新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて都度判断します。 16

sanzoku field

山賊キャンプのフィールド
左京川
キャンプ場

左京川キャンプ場
ベーシックコースあじと
本部棟
健康的なキャンプ
生活をサポートす
るための簡易水洗
トイレです。外灯
も設置しており、
夜でも安心してト
イレに行けます。

ここには公営水道を完備しています。あわせて
キャンプ現場の運営本部がおかれ、スタッフが
常駐します。そのほか食料庫・物資庫・保健室
・全体の台所機能も備えています。

トイレ

あじと
＝ 左京川キャンプ場

イモテン

ベーシックキャンプ場
イモムシテント、通称『イモテン』と呼ばれる80人
ほどが寝られる大きなテントでみんなで寝袋を並べ
て眠るんだよ。でも、野宿して満天の星空を眺めな
がら眠りにつくのも楽しいよ。そして、ベーシック
キャンプ場の下には清流・左京川が流れているよ。
アマゴも泳ぐこの川で思う存分川遊びを楽しもう。
そして、イモテン裏の田んぼでは蛍も見られるよ！

チャレンジキャンプ場
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ベーシックコースキャンプ場から左京川にかかる
橋を渡って行くキャンプ場。すぐそばに水道はな
いけれど、水道よりきれいな水が流れる、左京川
がすぐ横に流れます。
食器は川の水で洗う。ドラム缶風呂も川の水をく
んでこよう！

左京川キャンプ場
チャレンジコースあじと

山賊 キャ ンプ のフ ィー ル ド

５

やすおかＭＡＰ
キャンプ場のほとりに
流れる清流で、おどろ
くほど透きとおった水
です。小さい子でも楽
しく遊べます。
下流には天然ため池プ
ールがあり、飛び込ん
で遊ぶことができます。
また、上流へ行くと沢
のぼりも楽しむことが
できます。

５

１

６
８

10

７

９

６

大峰（おおみね）山
やすおか村は長野県の南
部、天竜川の東側に位置
する人口約1500人の小さ

暮らしの学校だいだらぼっちか
ら約３０分程で登れます。山頂
から眺める天竜川は絶景です。

７

な村だよ！
自然体験遊びのフィール
ドは盛りだくさん！

11

暮らしの学校

だいだらぼっち

８

泰阜村立

あんじゃね自然学校
山賊キャンプスーパー
コース（Ｓ２組）のあ
じととなるのがここあ
んじゃねです！
体験活動を推進するた
めに建てられた村立の
建物です。

ＮＰＯグリーンウッドが主催する１年間の山村留学事
業に参加するこどもたちが暮らす宿舎です。スーパー
コース（Ｓ１組、Z１組）のあじとにもなります。

９

11

天竜（てんりゅう）川

ここでカヌーツーリン
グやスペシャルリバー
フローティングに挑戦
します。諏訪湖から太
平洋に流れ込む一級河
川です。

10

万古（まんご）川

和知野（わちの）川

やすおか村のお隣、天龍
村を流れる和知野川。
リバーフローティングに
もってこいの清流です。

信州の秘境「万古川」。ここではウォータース
ライダーが楽しめるだけでなく、アマゴが泳い
でいる姿も見ることができます。

18

sanzoku staff

山賊キャンプのスタッフ
Ｎ ＰＯグリーンウッドの 専任 スタッ フ陣
ＮＰＯグリーンウッドは、自然体験教育活動の専門組織として、多数の常勤スタッフを擁しております。全スタッフが地域住
民となり、暮らしに根づいた活動を展開しています。山賊キャンプでは専任スタッフを中心に指導者研修を修了したキャンプ
リーダーがキャンプを力強くサポートします。

だいち
何

文化 内在
教育力 信
青年 地域住民
関
人々
学
質 高 体験活動 提供
最近
大学講義 講演 出版 普及啓
発 力 入
著書 奇跡
物語 1000
人
限界集落 救
（農文協）

辻 英之 ５１歳

村

し

暮

＊現在 役職 資格
NPO
代表理事
泰阜村総合戦略推進官
青森大学教授
立教大学 九州大学 福井県立大学大学各講師
（非常勤）
公益社団法人日本環境教育
理事
NPO法人
連合 副代表理事
NPO法人自然体験活動推進協議会 常任理事

バ

大学 卒業後 出版業界 根元 教育 携
世界平和
日本 未来創
考 児童書 編集 携
後実践
活躍 場 探
中
出
会
現在 事務局長
統括
全事業
行

齋藤 新

４７歳

北海道 自然 中
動 暮
中 学
学 専攻 2年間
学
本質
参画
切

大学在学中 学生
自然 中
集団宿泊
研修 企画 運営
小学校教育 学 中
自然体験 興味 持
山賊
参加
教育観 共感 参
画

矢加部

優 ３１歳

＊現在 役職 資格
NPO
専務理事
NPO
事務局長
NPO法人
連合理事
自然体験活動（ＣＯＮＥ）
自然体験活動（ＣＯＮＥ）
認定

もーりぃ

ズ

＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
事務局長代理
企画推進
３（
１）

ん

森 久哲

３９歳

川 中心
自然体験活
探求
教育内容方法
中学校家庭科教員 経
共 生
関心 持
暮
中
大

＊現在 役職 資格
NPO
３（
１）
（野外 災害救急法）

だいちゃん

おらふ

海外8 国 孤児院 教育機関
関
本当 幸
豊
考 皆
違
認 合 素直 生
社会 志
愛知県 島
企画 運営
参加
暮
学
理念 共感 参
画

堀切 大輔 ２９歳

＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
地域 幼児教育
３（
１）

く

大学入学後 NPO法人 学生
自然体験活動 関
活
動 経 自然体験活動 子
成長
気
在学中 人
基礎
暮
自然 繋
興味 持 山賊
参加
理念
人 環境 大 心 惹
参画

米倉 未佳 ２６歳

み

なおみち

農学部 森林 林業
学
鹿児島
田舎
地域振興 関
活動 通 自分
自身 自然体験 重
持続可能 社会 創
出 貢献
考 始
主体的 学 認
合
心 信
実践
思
参画

緒方 公美 ２６歳
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＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
企画推進

＊現在 役職 資格
ＮＰＯ

大学 社会福祉 保育学 学 名古屋 保育
園 保育士
5年勤務 後 人 育 環
境
原点
暮
考
参画
村民
家庭
社会
肝 学 日々
＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
総務

森 奈央美 ４４歳

山賊 キ ャ ンプ スタ ッ フ

なるこ

ゆべし

学生時代
授業 履修
知 自分 経験 持
生
中
面白
豊
伝
人
地域 自然 根差 暮
丁寧 重
験 必要 思 参加

高校
都会 山村両方 中 育 大学
社会福祉 専攻 小
社会大
社会 特
徴 踏
学 地域 活
活動 興
味 持 山賊
参加 子供
大切 生
力 育
魅力
感 参画

清水 綾乃 ２６歳

＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
地域 幼児教育

の

＊現在 役職 資格
ＮＰＯ

寺井 朱里 ２３歳

り

ぱ

北海道 僻地
教員生活 経
参画 ２男１女 母
夢
未
来 語
社会
足元 教育
地域
大事

齋藤 晴子 ４３歳

み

か

と

在学中 教職課程
教育 学
岩手県
紫波町
間伐体験
企画 運営
行
参加
地域教
育 重要性 感
参画 1児 母

千葉 幼稚園教諭
４年間勤務 後
参画 人 人
丁寧 楽
日々 出会
大切
地域 活動 積極的 参加 地元
村
人
持
力 入

村上 由紀 ５６歳

＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
総務
泰阜村教育委員

い

け

＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
地域 幼児教育
救急救命法国際(MFA)

る

大学卒業後 国際開発 携
建設業界
海外赴任中 国際問題 解決
次世代
担
教育 必要 感
転職
豊
子育 環境 作 広
地域
大切
自身 子育
実践中
３児 母

＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
総務

辻 典子 ５０歳

経

髙島 愛都

３０歳

＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
企画推進
総務

に

東京 幼稚園教諭
４年間勤務
後
村 移住 自然体験活動 道 入
1986年 地域 暮
学
暮
学校 設立
＊現在 役職 資格
ＮＰＯ
会長

梶 さち子

６７歳

≪≪≪ＮＰＯグリーンウッドスタッフ陣の資質について ≫≫≫
ＮＰＯグリーンウッドは、スタッフの資質として、「常に研鑚する」という姿勢を重視しています。
日々の暮らし、活動の場面、こどもとの会話等、常に「学び」のアンテナを張るよう心がけています。
また、自然体験活動を安全かつ効果的に実施するために、資格や免許取得も奨励しており、スタッフ
陣は、教員免許、文部科学大臣認定キャンプディレクター・インストラクター、自然体験活動推進協
議会（ＣＯＮＥ）資格、急流水難救助資格（レスキュー３）救急救命国際資格（Medic First Aid ）
などの各種資格・免許を取得しております。

≪≪≪山賊キャンプスタッフの 『 講演 』 活動≫≫≫
全国各地で講演会・研修会・セミナー等に呼ばれています。グリーンウッドの教育理念に共感が集まっています

「山村教育のチカラ 〜未来をつくる、小さな村の教育力〜」 （長崎：長崎県小値賀島）
「で、どうなるん？ 〜長期山村留学に参加した子は今〜」 （京都：京都環境教育ミーティング実行委員会）
「よみがえれ！元学校林 〜里山の利用に関するＮＰＯグリーンウッドの取り組み〜」 （奈良：林野庁奈良森林管理事務所）
「地域の教育のソコヂカラ 〜地域の小さな教育力が、地域の大きな未来を作る〜」 （福岡：福岡県添田町）
「次につなげる 〜協同者・後継者のつくりかた〜」 （長野：長野県塩尻市・ＮＰＯ地域活動応援応援チームえんのわ）
「限界集落から始める教育改革 〜教育をど真ん中においた地域再生が日本を変える〜」 （石川：ＮＰＯ法人角間里山未来・金沢大学）
「初めてのキャンプ 〜キャンプで子どもの自主性・生きる力を育てる〜」 （東京：板橋区立紅梅小学校ＰＴＡ）
「子どもらしい顔を取り戻せ！ 〜小さな村の教育力に学ぶ〜」 （長野：長野県青少年補導活動推進大会）
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NPO-Greenwood Information

暮らしから学ぶ『ねっこ教育』
■ 人間の土台を作る「ねっこ教育」とは
木は枝葉や果実ばかりを育てるとその重さで折れてしまいます。それを支える幹であったり、根っこが丈夫でなければなりません。
人も同じではないでしょうか？スキルや学力、知識（習い事や塾）が枝葉であるとすると、正しく使える心がなければ間違いを犯したり、
心が耐えられなくなり倒れてしまします。ひとのねっこは「暮らし」という必然の経験で育ちます。ねっこを育てれば、自ら育ち、生きて
いくための価値観を得ていきます。年代に応じた体験を提供し、暮らしの中で根っこを育てること。それがクリーンウッドの考えるねっこ
教育です。

感じる心
人や自然から様々なものを感じ取る力。それが感性です。人や自然から様々なものを感じ取る
力。それが感性です。感性を育てることは、愛情を育て他者や物に対しても優しさや慈しむ心
を持つ土台となります。グリーンウッドが提供する事業で大切にしていることは、山から薪を
もらい、田畑を耕し、土を練って焼き物を作るといった、自然とつながる暮らしです。
そんな中で自然に生かされている自分を感じていきます。また一人では生きていけない自然
の暮らしは、ぶつかり合いや助け合いから、思いやりを育て、自分と違う価値観を知り、他者
や社会とかかわりながら生きるための大切な心を育てます。

楽しむ心
どんなことも楽しむ心は前向きな力を育てます。事業では毎日の食事作りやお風呂焚きなど
手間のかかる暮らしや、様々なプログラムを体験し、大変なこともあります。そんな時、「ど
うやったら楽しくできるか？」を問いかけます。苦しさを楽しさに会えていく中で、苦労を乗
り越えることが本当の楽しみだと気付くのです。
時に失敗することもあります。しかし失敗は成功するための過程であり、失敗があるからこ
そ、成功することが真の喜びであり、楽しみとなるのです。トライ＆エラーを繰り返し、失敗
への耐性を身につけ、乗り越える楽しさを知ること。失敗は未来の大きな壁を乗り越えるため
の原動力なりうるのです。

生み出す心

泰阜村の豊かな自然や生活文化を体験することで、人間力の土台となる3つの心
を育みます。心を土台に、生きていくために必要なスキルの部分が身に付いて
いきます。

ゲームやインターネットなど楽しみを与えられることが増えた現代社会。時に人生の節目と
なる学校や就職すら周囲の多大なサポートなしでは達成できないこともあります。自分の人生
を自分が主人公となり歩むためには、自ら創り出す力が必要です。
グリーンウッドのどの事業も参加者が主体的に決めることを大切にしています。主体者とし
て関わることは、「やりたい」という前向きなパワーを生み出します。また、自ら生み出した
ものには「責任」も伴います。責任があるからこその「自由」の楽しみを知っていくことが、
次のチャレンジに繋がります。

「ねっこ」を育てるための暮らしの５箇条(山賊キャンプ版)

つくる

働く

キャンプのプログラム
工作

ご飯作り・片付け
朝づくり（掃除）

話し合う
遊ぶ
川遊び・キャンプファイヤー
きもだめし・ナイトハイク
ドラム缶風呂etc

関わる
男女混合異年齢縦割りの族
（グループ）

日々の暮らしの中で、
話し合うことを基盤と
して、つくること、働
くこと、遊ぶこと、関
わることを取り入れま
す。この要素は山賊キ
ャンプの軸にもなって
います。

■ しっかり育ったねっこの分だけ人は大きく強く育つ
こどもの時にだからこそ大切な経験があります。グリーンウッドでは「ねっこ」を育てるために山賊キャンプや森のようちえんなどの短
期体験教育、暮らしの学校だいだらぼっちのような長期体験教育、家庭教育のためのノウハウ講演事業などを実施しております。
私たちグリーンウッドは、こどもたちの未来のために、そしてより良い社会を創るために、人の生きるために必要な部分を育てたいと考
え、ねっこ教育を推進していきます。

「ねっこ教育」を一年間通して行っている「ねっこ教育」の総本山

山村留学・暮らしの学校『だいだらぼっち』
暮らしの中の学びを丁寧に抽出し、総合学習プログラムとして構
成したものが暮らしの学校「だいだらぼっち」です。ＮＰＯグリー
ンウッドの根幹事業であり、理念を最も体現する事業でもあります。
１年間、地元の小中学校に通学しながら自然体験や生活体験を楽
しみます。全国から集まる20人程度のこどもたちは、大きな山小屋
のひとつ屋根の下で、スタッフと共に大家族の一員となって自分た
ちの力で暮らしを作り上げます。日本最長の長期自然体験教育プロ
グラムとして注目を集めています。
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３６年間のねっこ教育の成果
（一年間のキャンプ・暮らしの学校
だいだらぼっち参加者述べ約５９０名）

海外留学率、全国平均より2倍以上！
塾に行かなくても、成績上がった！やりたいこと
に集中し、部活で活躍！
※参加者の進学先や就職情報は暮らしの学校だい
だらぼっちホームページでご覧になられます。

https://www.greenwood.or.jp/daidara/index.htm
暮らしの学校だいだらぼっち 検 索

主催 者N PO グ リ ーンウ ッド につ いて

主催者概要
私たちが目指す世界〜VISION

あんじゃねぇな社会の実現

〜誰もが安心して暮らせる社会〜

震災や地球規模の気候変動、経済不安や政治不信、イジメやストレス社会…現代は未来に希望を
持ちにくい時代と言われています。かつて高度経済成長期は、暮らしが便利になることが豊かさの
基準、そして幸せの基準でした。しかし時が過ぎ、便利になりすぎた社会では、社会に関わる一人
ひとりの役割が失われ、結果を残せない人は社会から切り捨てられてしまっています。
人と人との関わりが薄くなり自分が大切にされない社会では、当然、他者を大切にできなくなりま
す。それが結果として「クレーム社会」や「自分さえよければ」という自己中心的な風潮を生んで
いるのではないのでしょうか。
誰がこの時代を創っているのでしょうか？それはだれでもない現代を生きるわたしたちです。
「あんじゃねぇ」とは「案じるな、大丈夫だ」という下伊那地方の方言です。私たちの根付く泰
阜村は、知恵を出し合い、 支え合うことで生き抜いてきました。人としての在り方に立ち戻り、本
来あるべき豊かな社会を創るため、私たちは信州泰阜村の人々が営んできた暮らしの文化から学び、
その地に「暮らす」ことを通して、誰もが安心して暮らせる社会を実現したいと考えています。

そのためにこんな人を育てたい！〜MISSION

ひとねる

〜自律のヒトヅクリ〜

一人ひとりはできること、考え方も違います。自分に弱みがある一方、他人にはない強みがあることもあります。社会がもしひとつ
の価値基準の中で、同じような人間ばかり育てたならどうなるでしょうか？偏った考え方では社会で補い合うことはできません。
また一人ではできないことも支え合あえば乗り越えられることもあります。他者を活かすことは、自分を活かすことにもつながりま
す。違いを認められないことで起こる対立を、プラスに変えられればどれだけ豊かになるでしょう。
そのためには互いを認める心と、時代や周囲の評価、価値観に流されない自分の考えを持ち、自分の知恵と力で生き抜く豊かでたく
ましい心を持つ人材が求められています。そしてなによりも自分自身の行動、言動に最後まで責任を持てるということが大切なのです。
「ひとねる」とは「ひととなる」の方言です。つまり「一人前の自律した人に育つ」という意味です。
「あんじゃねぇ」な社会を目指すために、私たちは自律の人を育てます。

泰阜だけの教育理論〜ACTION
「地域に根差し、暮らしから学ぶ」活動理念から見出した

暮らしから学ぶねっこ教育

泰阜村の地域住民の支え合い（結い）、自然や地域の文化と共生した暮らしは、みんなが主役の社
会を実現していました。そこでスタッフは３６年前から地域に根差し、現代社会が失った宝を泰阜村
から学んできました。こどもたちの生きる土台を創る教育の原点がここにあったのです。私たちは泰
阜村の考え方をプログラム化し実践してきました。それが暮らしから学ぶねっこ教育です。泰阜村の
ような大自然の中で支え合う風土は良質な土壌（社会）だと言えます。その土壌だからこそのびのび
と根っこを伸ばすことができます。ねっこを伸ばし、それぞれの自分らしさを持った花を咲かせる。
ねっこが伸びるほど土壌（社会）を支える存在になる。みんなが主役の社会を目指すため、ねっこ教
育を推進していきます。

評価されたグリーンウッドの教育方式

２ ７の
受賞 歴

■2021年
■2020年
■2020年
■2018年
■2017年
■2017年
■2012年

ディスカバー農山漁村の宝
第15回マニフェスト大賞「優秀政策提言賞」
第８回環境省グッドライフアワード環境大臣優秀賞
オーライ！ニッポン 大賞
地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰
第５回 信州協働大賞 大賞受賞
地域づくり総務大臣表彰
等々

数々の賞を受賞したグリーンウッド。
どれもグリーンウッド独自の教育的視点について評価されております。

評価されたグリーンウッドの教育方式

850 超の
マス コミ
実績

■ＮＨＫ総合『にっぽん紀行』
■フジテレビ『07たけしの日本教育白書直前スペシャル』
■日経ＫＩＤＳプラス ■ＡＥＲＡ with Ｋｉｄｓ
■Benesse進研ゼミ小学講座 チャレンジ通信
ほか多数の新聞・雑誌にて主催事業「暮らしの学校だいだらぼっち」及び「信州こども山賊キャンプ」
が取り上げられております。
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sanzoku camp ３quality
〜 「安心」を確かなものへ 〜

信州こども山賊キャンプ 「３つのクオリティー」
Quality１．安全対策
「信州こども山賊キャンプ」が1993年のスタート以来、みなさまに支持され続けている理由のひとつとして、
「安全対策」の質の高さが挙げられます。それは安全が守られてこそキャンプの楽しさと学びがあると考え、
そのための工夫と努力を行っています。それらの取り組みのいくつかを紹介いたします。

■食の安全
こどもの健康を守る上で食は最も大切なものです。山賊キャンプで
は野菜の約９割を地元泰阜村の契約農家に栽培を委託しています。
顔の見える農家がこどもたちのためにと低農薬無農薬にもチャレン
ジしたりと、地元住民のやる気にもつながっています。

■こどもの本質を理解した安全対策
野外活動の安全対策はスタッフによる外側からの対策と共に、「自
己管理」の意識が重要です。こどもが「自分の身は自分で守れる」
ようにするために、「伝わる」「理解できる」「行動できる」安全
対策を講じています。

野菜を提供してくださっている農家の方と

●セーフティートーク
各活動の前には、必ず「危険なこと、気をつけなければならないこと」をこどもたちに考えてもらい、その方
法を伝える時間を作っています。こども自身が考える時間があることで理解度が上がるようにしています。
●手洗い
手洗いは野外活動における食中毒予防と共に、感染予防対策の基本です。手に届く場所にアルコールスプレー
や手拭き用ペーパータオルを置くこと、手洗い方法をイラストにして手洗い場所に掲示するなどこどもの行動
原理に沿って用意しています。
●水分補給
熱中症から身を守る重要な手段は水分補給です。山賊キャンプでは「山賊茶」と呼んでウォータージャグを常
時用意し、いつでも飲めるようにしています。参加者に対しては「100杯飲もうぜ、山賊茶！」と耳に残るフ
レーズにすることで、楽しい雰囲気を作りながら、水分補給を進められるようにしています。
●適度な休息
非日常のキャンプ体験と共に、１日中太陽の下で遊ぶ活動ではこどもたちも大変な体力を消耗します。そこで
各キャンプのディレクターはこどもの体力を考慮して活動時間のマネジメントを行います。また昼食は主催者
側で提供し、川のそばや木の下などの日陰で休息をとれるようにしています。

■活動の安全
●スタッフスキル（救急救命法・リバーレスキュースキル）
活動の外周からこどもを守るため、世界基準の救命法MFA（メディックファーストエイド）の訓練やレスキュ
ー３といった川の活動スキルを取得し、いざというときの対処法と、「まさか」に備えています。こどもたち
が安全に活動できる実際的スキルを身につけています。
●キャンプ場と緊急避難場所
山賊キャンプは水道、シャワー、トイレが設置された村営のキャンプ場や公共施
設等で開催しています。常に後援団体の泰阜村役場と連携を図り、台風などキャ
ンプ場での安全な活動が困難と判断した際には、２００名程度が収容できる泰阜
村営「あさぎり館」や山村留学施設等に避難します。
●他団体との連携
管轄署である長野県警阿南警察署および泰阜駐在所（共に車で１０分）に要請し、
キャンプ期間中のキャンプ場周辺パトロールを頻繁に行っていただきます。
また、警察だけでなく、管轄の消防署、医療機関、地元自治会などにも協力の要
請をお願いし、地域全体の協力体制によって参加者の安全確保に努力しています。
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パトロールに来てくださった
泰阜村の駐在さん

山賊 キ ャ ンプ ３つ の クオ リテ ィー

Quality２．様々な教育賞を受賞した確固たる教育システム
■遊びの中でこどもの主体性を育む
山賊キャンプはプログラムがありません。集まったこどもたちに「なにをしたい？」と問いかけ、参加者全員
が集まる「山賊会議」で決められます。こどもたちの「やりたい」という意欲をカタチにし、実行することが
主体性の第一歩となります。特に遊びを決めるというこどもたちが一番楽しみにしているもので行っていくの
で、効果は絶大です。

■必然が仲間との協働を学ぶ場に
毎日の食事作りはグループで行います。メニューは決まっておらず材料だけを渡
され、誰が火をおこすか、どんなふうに野菜を切るか、全てこどもたちが決めま
す。ご飯づくりは仲間と協力しなければできません。「ご飯を食べる」という必
然の中で、うまくいかないことがあっても、自ら行動し、協力しあって乗り越え
ようとする姿勢が身についていきます。

■自分で発見する
こども自身がやりたいことを存分にすることや、自分の身ひとつで山の中で暮ら
すことで、こども自身の感性が研ぎ澄まされます。自分が感じる、発見するとい
うことは教えられて覚えることの何倍も大切なものです。確かな自信や感じた記
憶はこどもの一生ものになります。

■社会と繋がる
食器を洗った際の水はどこに行くのか？食べている野菜は誰が作っているのか？自分たちの暮らしが社会とど
のようにつながっているのかを知ることはとても重要です。川に直接汚れた水が流れないよう食器をふき取っ
てから洗ったり、土に流して水を処理したり、お野菜マップを作成し、農家の方の顔写真を貼るなど、こども
たちが社会とのつながりを直感で理解できる仕組みを作っています。

Quality３．スタッフの資質
■こどもの本質を理解している
キャンプのクオリティーを考える上で、プログラムやフィールドがどれだけ優れていても、こどもの活動を支
援する指導者が良質でなければキャンプの質の向上にはつながりません。主催者スタッフは山村留学、村の学
童保育の運営を行っており、ほぼ３６５日こどもと関わっています。
その活動の中で「こども」の可能性を信じ、各々のこどもの成長に応じて必要なこと、コミュニケーションの
あり方を常に考え理解を深めています。

■スキル
現場での経験を支える専門的なトレーニングを積んでいます。例えば、発達心理学、聴く技術、リスクマネジ
メントの専門家講習。また、よりレベルの高い川での訓練など、常に内面と技術を高めることに努めています。
また、自然体験活動指導者資格、河川安全管理国際資格をはじめ、教諭（学校・幼稚園）・保育士・栄養士・
調理師などキャンプ活動に関連する資格を取得しています。

持続可能な活動を目指して
温室効果ガスの増加による地球規模の気候変動や海洋プラスチックの問題など、人間の暮らしが地
球に与える影響が年々大きくなってきています。キャンプは自然を大切にすることで楽しめる活動
です。「暮らしから学ぶ」が活動理念の山賊キャンプだからこそ、自然に大きなインパクトを与え
ないような活動を実施し、さらにこどもたち自身が自分たちの行動がいかに自然に影響を与えるか
を気づく場になるようにしています。自然の中で思う存分遊ぶ。そんな当たり前の風景を守ること
を大切にして参ります。
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sanzoku Q & A

山賊ももちゃんの山賊Ｑ＆Ａ
Q

どんな場所でキャンプするの？

Ａ

標高５００mの山腹、アマゴやオニヤンマが生息する清流のほとりにあるキャン
プ場です。周辺は手つかずの森林や昔の山道、大きな滝などがあり、冒険心をく
すぐる大自然です。また、スーパーコースは山村留学施設などを拠点にします。
（P１７〜P１８参照）

Q
Ａ

ベーシックコースではだいたい３0人程度、チャレンジコースは２0人程度が集まります。
ゼロコースやスーパーコースは１0人程度で実施されます。

Q

山賊キャンプってどんなキャンプ？

Ａ

小学校１年生から楽しめる自然体験メニューが満載のキャンプです。自主性を大切にしたアットホームな
雰囲気の暮らしを軸にした素朴なキャンプです。

Q

連続参加ってできるの？

Ａ

1組だけでは物足りない人におすすめ。ベーシックコースの連続参加、ベーシックコースからそのほかのコ
ースへの連続参加など色々な組み合わせでの参加が可能です。

Q

外でキャンプをするのに安全や衛生は大丈夫？

Ａ

手洗い・うがい・水分補給など主催者側の安全衛生マニュアルに基づいて適切に対応します。

Q

ごはんはどうするの？

Ａ

自分たちでメニューを考え自炊をするのが基本。薪に火をつけ調理をします。昼食は遊びの時間を確保す
るため行動食となります。食材はできる限り地元の農家などを利用し顔の見える範囲で供給しております。

Q

キャンプ場にはテントってあるの？

Ａ

ベーシックコースはドームテント（８0人収容）、チャレンジコースはドームテント（５0人収容）を使用
します。希望によって野宿が可能です。

Q

野外での活動で虫にさされたりはしないの？

Ａ

山賊キャンプでの活動中にカやアブなどの虫にさされることがあります。体質によっては、たくさん刺され
る可能性もありますので必要な人は虫よけを持ってきてください。持ってくる時は虫よけの使い方をお家で
覚えてきてください。

Q
Ａ

Q
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キャンプの人数はどのくらい？

もちろんシャワーはあるよね？
キャンプ場に簡易シャワー室が設置してあります。原則最終日に全員使用します（スーパーコースは施設
五右衛門風呂などを複数回使用）。また、アトピーやとびひなどの皮膚炎のある場合、その他ディレクタ
ーの判断で必要に応じて適宜使用します。

グループって決まってるの？

Ａ

年齢縦割りで、あらかじめ主催者側で決めてあります。1グループ10人前後男女混合グループでＮＰＯグ
リーンウッドの指導者研修を受けたボランティアスタッフが2名ほどつきます。※グループにつきましては
主催者側で構成を決めますので、原則ご希望には添えかねますので、あらかじめご了承ください。

Q

遊びの計画はどんなふうに立てるの？

Ａ

こどもとスタッフが全員参加する「山賊会議」で話し合って決めます。

山賊 もも ちゃ んの 山賊 Ｑ ＆Ａ

Q

台風がきちゃったらどこへ逃げるの？

Ａ

台風や大雨などの災害時にはディレクターの判断で村営施設、あるいは当センター山村留学施設に移動します。

Q

初めてでも４泊で大丈夫？

Ａ

初めてで４泊は不安に思われる方もいらっしゃいますが、４泊のコースには３泊とはちがうよさがあ
ります。１日、日数が長いことで体験できることも多いですし、失敗したことにもう一度チャレンジ
する機会も増えます。また出会った仲間ともチームワークを発揮する場面も増えてきます。ホームシ
ックになってしまった子も挽回するチャンスがあるのも４泊です。

Q

万が一ケガしたときは？

Ａ

県立阿南病院まで車で10分（24時間受付）、村営診療所まで車で10分です。保護者に連絡の上、病院に
診てもらいます。

Q

初めてのキャンプだから聞きたいことがたくさんあるんだけど…。

Ａ

7月上旬に東京・名古屋での説明会を予定しています。｢キャンプ場はどんなところ？」｢往復の交通は大丈
夫かしら？」｢どんなものを持っていけばいいのかな？｣｢どんな指導者がいるんだろう？」・・・など、初
めて参加する人にもわかりやすくご説明いたします。詳しい場所や日程はキャンプに申し込みをされた方に
通知されます。ホームページ上でもご案内いたしますのでアクセスしてみてください。
その他質問等があればＥ-mail・ＴＥＬ・ＦＡＸにて受付いたします。

Q

キャンプの様子ってHPで見ることができるの？

Ａ

各組のキャンプ終了後１週間程度でNPOグリーンウッド専任スタッフが
現地コメントを添えて公開します。アルバム代わりにもご活用ください。
お子様の感動もさらに増幅されるものと思います。

山賊キャンプ・インターネットホームページアドレス

2021年の山賊キャンプの様子

https://www.greenwood.or.jp/sanzoku/21scy000.htm

山賊キャンプ報告会

山賊キャンプ
参加者の感想ご紹介
２０21年の山賊キャンプに参加したお友だちが書
いてくれた感想と絵はがきだよ。たくさんいただき
ましたが一部のみご紹介します！

↓オンライン
での様子

↑会場での様子

NPOグリーンウッドでは、「信州こども山賊キャンプ」
の報告会を毎年秋に開催しております。キャンプのクオ
リティーを高めるため、キャンプ参加者、保護者、主催
者で、キャンプの様子をふりかえる場を設けております。
昨年度はオンラインでの開催となりましたが、例年は東
京・名古屋会場で、9月下旬の開催となります。今年度
の開催方法の詳細は、キャンプに参加された方に通知い
たします。

Ｂ４組

Ｂ １ 組

参加者・Ｅさん

参加者・Ｋさ ん

Ｂ

Ｂ

１

１

組

組
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募 集 要 項
１．

名
称
２０２２ 夏の信州こども山賊キャンプ

R

２．

目
的
信州の地域・暮らしに根ざした自然体験活動を通じて人間の土台となる「生み出す心」「感じる心」
「楽しむ心」を学び、自分で人生を切り拓く力と社会をつくる力を育む。

３．

参加資格
小学校１年生〜中学３年生で、自分で参加の決意をし、やる気のあるもの。
「１７．新型コロナウイルス感染予防対策について」「１８．新型コロナウイルス感染予防対策に関し
て参加される皆様へのお願い」及び別紙「NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター主催事業にお
ける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」をご確認いただき、ご理解いただいた方
※キャンプ期間中、お子様に風邪の症状（発熱、咳、倦怠感などの症状）および味覚・嗅覚に障害が生じた場合、現地に
てお引き取りをしていただきます。なお、現地でのお引き取りが困難な方はお申込をお受けできません。

４．

主催・体制
主 催：ＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育センター
後 援：文部科学省・林野庁・長野県・長野県教育委員会・泰阜村・泰阜村教育委員会・国土交通省天竜川上流
河川事務所

５．

場所・連絡先
場
所：長野県下伊那郡泰阜村左京川キャンプ場ほか
緊急連絡先：ＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育センター
ＴＥＬ：０２６０−２５−２８６１

山賊キャンプ係

※キャンプに関するお問い合わせは、すべて主催者にお問い合わせください。
※キャンプ開催日までの電話受付時間は午前１０時〜午後７時（土・日・祝日除）までとさせて頂きます。ただし５月
１４日（土）、１５（日）につきましては電話の回線を開けておりますので、FAXでお申し込みの方は到着確認をお願
いします。
※キャンプ中の電話は原則としてお断りしていますが、緊急時のみ上記の電話番号で受け付けます。

６．

募集期間
２０２２年５月１２日（木）午前１０時〜６月３０日（木）

７．

期間・日程
４コース全１９組を実施します。下記日程をご参考の上、内容、日程にあわせて希望の組をお決めくだ
さい。また、組を連続して参加することも可能です。
※ゼロコースについては山賊キャンプ経験者かつ小学４年生以上限定です。
※いずれのコースにおいても、期間中の途中参加はできませんのであらかじめご承知おきください。

〜
定員

B

30名

(ベーシックコース)

C

7/29

S1組：15名
S2組：10名

8/8

木

月

8/16

金

〜
8/19

火

8/23

金

8/26

火

金

B2組
3泊4日

B3組
4泊5日

B4組
4泊5日

B5組
4泊5日

B6組
3泊4日

B7組
4泊5日

B8組
3泊4日

C2組
3泊4日

C3組
4泊5日

C4組
4泊5日

C5組
4泊5日

C6組
3泊4日

C7組
4泊5日

C8組
3泊4日

10名

8/29
月

B9組
3泊4日

S2(定員：10名)
11泊12日
Z1組
4泊5日

※リピーター限定
(ゼロコース) ※4年生以上

新宿

バス運行

8/12

S1(定員：15名)
7泊8日

(スーパーコース)

Z

8/4

月
B1組
3泊4日

(チャレンジコース)

S

8/1

金

20名

信州こども山賊キャンプ期間・日程

新宿

長野県内 長野県内
名古屋

新宿

新宿

新宿

新宿

新宿

長野県内

長野県内

長野県内

長野県内

長野県内

名古屋

名古屋

名古屋

名古屋

名古屋

新宿

新宿

長野県内 長野県内
名古屋

※B1組、B9組の集合解散は新宿・長野県内のみとなります。

８． 参加費
参加費は下記表のとおりです。交通費については ９．交通 をご覧ください。
■ベーシックコース
３泊 ４日：32,500円
４泊 ５日：43,000円
■チャレンジコース
３泊 ４日：32,500円
４泊 ５日：43,000円
■スーパーコース
７泊 ８日：93,000円 1１泊1２日：146,500円
■ゼロコース
４泊 ５日：53,500円
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※この参加費には交通費は含まれておりません。
※キャンプ中に発生したご本人のけが・病気による経費は保護者負担となります。

内 訳
●食料費 ●人件費 ●保険料
●通信費 ●研究費 ●消費税
●材料消耗品 ●施設使用消耗費
●器具使用消耗費
●キャンプカウンセリング費
●キャンプ運営に必要なその他経費

９． 交 通
１．交通の委託について
●新宿・名古屋・長野からの往復は、「旅ねっと飯田（有）」がバス会社（信南交通（株））に委託した
貸切りバスが運行されます。ただし、参加者数により路線バスなど公共交通機関を使用する場合があり
ますのであらかじめご承知おきください。
●「旅ねっと飯田（有）」及びバス会社の過失に基づく交通事故に関しては、当団体は責任を負いかねま
す。あらかじめご承知おきください。
●参加者数が確定しましたら、新宿発・名古屋発・長野発別に人頭割した交通費をお知らせします。お知
らせの発送日は７月１日頃を予定しております。
２．交通のキャンセル・変更について
交通費のキャンセルについては、10.参加費、交通費のキャンセルについてをご確認ください。
≪予想往復料金≫ ●東京・名古屋・長野県内発着全て、片道利用は上記金額の半額となります。
■ 新 宿往復…９，８００円前後
■ 名古屋往復…７，８００円前後
■ 長 野往復…７，７００円前後（ 飯田より３，８５０円前後 ）
＊バスの金額につきましては、各方面の参加者数により変更される場合がございます。
＊昨今の原価の高騰によりバス代が値上がりしております、ご理解の程お願い致します。

集合解散場所・時間（予定）について
＊集合前、解散後のお子様の行動は保護者の方の責任となります。
なお、集合場所で集合時間に集合受付を完了した時を「集合」とみなし、解散場所で解散時間に解散受付を完了した時を
「解散」とみなしますのでその旨ご承知おきください。なお、集合から解散までは団体行動となります。
＊バスの運行につきましては道路交通事情により集合解散予定時間を大きく前後する場合もございます。あらかじめご承知
おきください。
＊集合解散などの詳細・バスの金額につきましては７月１日頃発送の「最終お知らせ」にてご連絡致します。

集合
新宿（東京）

解散

所要時間

集合解散場所

12：30 12：00

5時間

東京都新宿区西新宿 東京都庁大型車両専用駐車場

名古屋（愛知） 14：30 11：30

3時間

愛知県名古屋市名古屋駅 名鉄バスセンター４F降車ホーム

2時間

諏訪IC近辺「おぎのや」

15：30

9：00

駒ケ岳（長野） 16：20

諏訪（長野）

8：00

飯田（長野）

17：00

8：50

現地

17：00

9：00

1時間半 駒ヶ岳ＳＡ
1時間

飯田伊賀良バス乗り場
ＮＰＯグリーンウッド（山賊キャンプ）事務所前

新宿名古屋方面の方は、集合時に昼食・トイレを済ませてお越しください｡
※諏訪、駒ケ岳は新宿方面、飯田は新宿、または名古屋方面のバスへの途中乗降となりますので、集合解散場所にスタッフ
はおりません。

１０．参加費、交通費のキャンセルについて

２０２２山賊キャンプ

キャンセル料の特別措置について

本来、下記の通りキャンセル料を設定しておりますが、今年度に関しましては、参加者の意思に
関係なく中止することも考えられるため、手数料以外のキャンセル料はいただかないことにいた
しました。中止あるいは体調不良などでキャンプの参加を取りやめた場合は、
参加費から手数料の１，０００円、交通費から５００円を差し引いた全額を返金致します。
１．参加組の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、その旨を必ずご連絡ください。
キャンセル料については、出発日を基準としてキャンセル料金を申し受けます。
出発日の１４日前から８日前は5,000円、７日前から出発前々日までは8,000円、出発前日は参加費の半額、出発当
日以降のキャンセルは全額申し受けます。なお、返金手数料として一律1,000円（振込み手数料＋諸経費）を申し受け
ます。なお、キャンセルはFAX・E-mail・郵送のいずれかの方法で早めに主催者までご連絡ください。（電話不可）
主催者に書類などが到着した時点でキャンセルの受理といたします。
参加費を納入しないことはキャンセルの意思表示にはなりませんので、ご注意ください。
なお、キャンセル料の返金につきましてはキャンプ終了後（９月1日以降）になります。

＜＜＜

１４日前から８日前
5,000円

キャンセル料

７日前から出発前々日
8,000円

＞＞＞

出発前日

出発当日以降

半額

全額

２．交通のキャンセルについて
交通費のキャンセルについては、キャンプ主催者の管轄ではなく、「旅ねっと飯田（有）」の管轄とな
ります。キャンセル日に応じ、「旅ねっと飯田（有）」に対し、所定のキャンセル料金を納めていただ
きます。７月１０日以降のキャンセルについては全額をご負担いただきます。【旅ねっと飯田（有）より】
※キャンセル・変更など交通の一切の連絡については山賊キャンプ事務局までお願いいたします。
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１１．

申し込みから参加までの流れ

募集期間 ５／１２（木）午前１０時〜６／３０（木）
第１次受付期間 ５／ １２（木）午前１０時〜５／１４（土）午後７時

抽選にて参加組決定。

※第１次受付期間以降 、定員に達しな い組につきましては６／３０（木）まで

１.お申し込み

先着順 にて受け付け ます。

お申し込みの方法は３通りあります。コースにより参加条件が異なります。必ずご確認
の上、お申し込みください。
＊スーパーコースについては別途作文（Ａ４・１枚程度）が必要となります。
＊記入漏れがありますと受付できない場合もございます。特にFAXでお申し込みの際は、ボールペンなどで
はっきりとお書きください。
＊健康状態、アレルギー、過去の参加態度等に鑑み、参加を拒否ないしお断りする場合もありますので、
あらかじめご承知おきください。

インターネット

https://www.greenwood.or.jp

インターネットからのお申し込み
５００円の
割引特典あり

※申し込みデータが届き次第、お申し込みの際に記入されましたメールアドレス宛てに、グリー
ンウッドから受け取り確認のメールが送信されますので必ずご確認ください。
万が一届かない場合は、お手数ですが主催者までご連絡ください。なお受け取り確認のメール
は参加承諾のメールではございませんのでご注意ください。

〒

郵

送

〒399-1801 長野県下伊那郡泰阜村6342-2
ＮＰＯグリーンウッド「山賊キャンプ」係
※日曜祝日の郵便配送はございませんのでご注意ください。

ＦＡＸ
０２６０−２５−２８５０
※電話にて受信の有無をお問い合わせいただければ確実です。（土・日・祝日は電話回線は開い
ておりません。平日の受付時間内にお問い合わせください。）
ただし、５月１４日(土)、１５日(日)につきましては電話の回線を開けておりますのでＦＡＸ
でお申し込みの方は到着確認をお願いします。

コース名

B

ベーシックコース

C

チャレンジコース

S

スーパーコース

２.お申し込み
〆切
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※小学１年生〜中学３年生

３泊４日・４泊５日

３泊４日・４泊５日

７泊８日・１１泊１２日

作文については手書
きのものを郵送また
はＦＡＸにてご送付
ください。

Ｚ

参加条件

ゼロコース
４泊５日

※小学１年生〜中学３年生
※チャレンジ精神旺盛な者
※小学１年生〜中学３年生
※チャレンジ精神旺盛な者
※途中参加はできませんのであらかじめご承知おきください。
※本パンフレットスーパーコース紹介ページ（Ｐ１４〜Ｐ１６）
を必ずご覧ください。
※作文提出必須
＜作文提出について＞ Ａ４・１枚程度。書式など自由。
お申し込みの際に参加動機（なぜスーパーコースに参加
したいのかなど）のわかる作文が必要となります。
作文はお申し込み後２週間以内には必ずご提出ください。
作文の提出のない場合や内容によっては参加できない場合
がございます。
※小学４年生〜中学３年生の山賊キャンプ経験者
※ゼロから生み出すチャレンジ精神旺盛な者

第１次受付期間：５／１４（土）午後７時まで。
第１次受付期間以降：定員に達しない組につきましては６／３０（木）まで。
＊ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。定員に達しない組につきましては２次募集をする場
合があります。

３.参加承諾書

参加組決定後、約１週間で参加承諾書が郵送にて届きます。
＊５月１２日午前１０時から５月１４日午後７時までに受付されたお申込書につきましては、抽選にて参
加組が決定した後、約１週間で参加承諾書が郵送にて届きます。
＊承諾書をもって参加の内定とさせていただきますので、必ず参加コース及び参加組をご確認ください。
＊１週間を過ぎても参加承諾書が届かない場合は山賊キャンプ事務局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、１週間以内に参加費をご入金ください。
＊参加費の入金をもって参加決定とさせていただきます。また、ご入金前であってもキャンセルの際は必
ず書面にて山賊キャンプ事務局までご連絡ください。（内定を取り消される場合も必ず主催者までご連
絡ください。）
＊領収書などの発行はいたしませんので、必ず振り込みの控えをお手元に保管してください。

５.最終お知らせ

７月１日頃、交通費の確定などを記した最終の事務連絡通知をお届けします。
到着後、速やかに開封し、中身をご確認ください。
＊「１週間の健康チェックシート」や「事前連絡票」などをこのお知らせに同封いたします。
＊最終お知らせが届かない場合は山賊キャンプ事務局までご連絡ください。

６．「１週間の健康
チェックシート」記入

参加の１週間前より「１週間の健康チェックシート」へ朝晩の体温を記入し、自分の
体調を確認してください。

７.事前連絡票

持病、アレルギー、お薬情報、おねしょなど主催者側への事前伝達事項のある方は最
終お知らせに同封の「事前連絡票」を各組開催の３日前までに事務局へお送りくださ
い。また、食物アレルギーのある方は１０日前までにお送りください。

８．抗原検査の実施
結果の提出

新型コロナウイルスの抗原検査キット（厚労省承認済）を各自でご用意いただき、
キャンプ当日朝、検査を行ってください。
＊結果が陽性の方はご参加いただけません。詳細は「１８．新型コロナウイルス感染予防対策に関して参
加される皆様へのお願い」をご参照ください。
＊検査結果の提出方法の詳細については、最終お知らせ書類にてお伝えいたします。

９.キャンプ参加

集合解散場所・日時（参加組）を再度お確かめの上、お出かけください。
＊当日は「１週間の健康チェックシート」・「保険証のコピー」・「抗原検査キットの陰性結果」をご提
出いただきます。
＊当日体調によりご参加が難しいとご判断された場合は速やかに事務局までご連絡ください。（「１０．
参加費・交通費のキャンセルについて」「１２．参加組の移動について」に従って、キャンセル返金の
お手続きを行います。）
＊伝染性疾患（新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルスなど）の疑いがある方は参加をお控
えください。
＊【キャンプ活動中にお子様が発熱された場合】
キャンプ期間中、お子様に風邪の症状（発熱、咳、倦怠感などの症状）および味覚・嗅覚に障害が生
じた場合、現地にてお引き取りをしていただきます。
なお、現地でのお引き取りが困難な方はお申込をお受けできません。

１２．

参加組の移動について
お申し込み後に組移動を希望される場合は、キャンセルと同様に書面にてお申し込みいただきます。
FAX・E-mail・郵送のいずれかの方法で早めに主催者までご連絡ください。（電話不可）
主催者に書類などが到着した時点で組移動の受理といたします。ただし、定員の問題上ご希望に添えな
い場合もありますので、あらかじめご了承ください。結果はできるだけすみやかに主催者より通知いた
します。組移動によって参加費に返金差額が発生する場合は、返金手数料として一律1,000円（振り込
み手数料＋諸経費）を申し受けます。
なお、差額の返金につきましてはキャンプ終了後（９月１日以降）になりますのであらかじめご承知お
きください。
※交通費のキャンセル・変更につきましては、９．交通、１０．参加費・交通費のキャンセルについて
をご覧ください。

１３．

主催者側がキャンプを中止と判断した場合について
天災（地震・台風・大雪など）やその他の理由（新型コロナウイルス・インフルエンザ・キャンプ開催
地に深刻な被害のある場合など）により主催者側で安全にキャンプが実施できないと判断した場合、
FAX・E-mail・お電話など申込書に記載していただきました連絡先に直接ご連絡させていただきます。
なお、交通災害（道路遮断）等により日程に支障を来たし予定通りキャンプを実現できないと判断して
中止する場合も含みます。また、主催者側がキャンプを中止と判断した場合、納入いただいた参加費よ
り、返金手数料として一律1,000円を除いた額を返金いたします。（なおキャンプ開始後の天災などの
不可抗力な原因による活動期日の短縮の場合は返金できませんのであらかじめご承知おきください。）
同様に交通費につきましては交通を委託しております「旅ねっと飯田（有）」より、返金手数料として
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一律５００円を除いた額を返金いたします。

１４． 安全管理
各種活動フィールド、施設、移動手段等は、基本的に安全確認済みのものです。
また、村立の診療所の他、車で10分の場所に県立阿南病院（２４時間受付）があります。当センターで
は活動中の事故などに備えて、救急救命救護法の国際インストラクター資格を取得した主催スタッフを現
地に配置しております。
しかしながら、山賊キャンプは野外で行うものが多く、それらには危険がつきものです。活動フィールド
の下見と対策、リーダー研修の実施、参加者への安全教育など、危険を最小限にするための安全対策を講
じておりますが、設備、備品、活動において危険や事故がないということを保証することはできないとい
うことをあらかじめご承知おきください。また、万が一に備えて主催者側で下記のとおり一定の傷害保険
に加入します。（疾病は適用されません。）
有事の際は、主催者側の過失の有無にかかわらず、その保険によって補償あるいはお見舞いいたします。
※キャンプ期間中の通院につきましては、保護者の方のご負担となりますので、ご承知おきください。
国内旅行傷害保険 契約保険会社・東京海上日動火災保険株式会社

最高限度支給額：１,６００万円 入院：1 日３,０００円 通院：１日１,０００円（免責あり）
一人当たり保険料 ３泊コース：４０９円 ４泊コース：４９３円 ７泊〜１１泊コース ：６８５円

※スタッフ等の指示に従わないで起きた事故、お子様同士の事故（喧嘩、いじめ等を含む）、新型コロナウイルス・
インフルエンザによる事故、事前申告にないアレルギー等の身体的ないし精神的疾患による事故、熱中症による事
故、その他出発前・解散後の事故については一切の責任を負いかねますので、お子様への事前のご注意をお願いい
たします 。また、上記のような場合、キャンプ途中でお迎えをお願いする場合もございますので、あらかじめご承
知おきください。

１５． スタッフ体制について
キャンプ期間中のプログラム運営における総括責任者、食材管理・衛生管理責任者、物資管理・運搬責 任
者は、主催者スタッフ及び主催者から委嘱された自然体験活動上級指導有資格者がその任にあたります。
また、参加者（こども）と共に生活し、行動や心のケアをするのは、相談員（ボランティアリーダー）及
び補助相談員（ボランティアジュニアリーダー）です。
●相談員（ボランティアリーダー）
主催団体の研修（安全管理・コミュニケーション等）を修了した大学生や社会人がその任にあたります。
主催者はボランティアリーダーに対しても自然体験活動リーダー資格取得講座を設け、専門技能習得を奨
励しています。（以上全国体験活動指導者認定委員会登録資格）
●補助相談員（ボランティアジュニアリーダー）
相談員のアシスタントとして、正規の研修を受けた高校生（相当）が活躍します。こどもたちのキャンプ
生活をサポートする役割を果たします。毎年、多くの山賊キャンプのOB・OGが参加しています。
１６． 個人情報保護について（グリーンウッド個人情報保護ポリシーより）
●参加者より取得した氏名、年齢、住所等の個人情報は当センター方針に基づき管理・保管しており、お
客様の同意を得た者以外の第三者に提供、開示等一切いたしません。
●今後当センターよりの各種ご案内やアンケートなどを、E-mail、郵便等によりお客様に送信もしくは送
付させていただく場合がございます。また、お客様のお申し出により、これらの取扱いを中止させること
ができます。
●キャンプ開催中に撮影しました写真、ビデオなどにつきましては主催者側でＨＰやＳＮＳ、パンフレッ
トなどの広報活動・その他自然体験教育の普及・推進のために使用する事がございます。（撮影は原則主
催者のみ行います）あらかじめご了承ください。ただし、氏名・住所は掲載・公開いたしません。なお、
ボランティアとして参加した学生の大学のパンフレットやＨＰに写真が掲載されることがありますので、
あらかじめご了承ください。
●キャンプ期間中にテレビ、新聞などの取材がある場合もございます。その際には氏名などが掲載される
場合もございます。あらかじめご了承ください。テレビ、新聞などの取材が開始された後に、放送、取材
を拒否することは、放送局、新聞社等に損害を与えますので、お断りします。
●写真、ビデオなどの使用に際し、不都合のある方はあらかじめ（キャンプ開催まで）当センターまでご
連絡ください。
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１７．新型コロナウイルス感染予防対策について
新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、グリーンウッドでは「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラ
イン」を策定し、感染防止に努めております。下記の対応を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い
いたします。
１）事業実施時の感染防止策
・運営スタッフの毎日の健康チェックと行動基準の遵守
・参加者及び運営スタッフの手洗いの徹底
・施設などの消毒の実施
・参加者集合時の検温
・室内における参加者及び運営スタッフのマスク着用
・調理、配膳にかかわる際の参加者及び運営スタッフのマスク着用
・事業実施中の健康チェック・検温の実施
その他「NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター主催事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガ
イドライン」に準じた対応を行い、感染防止に努めます。（詳しくは別紙「NPO法人グリーンウッド自然体験
教育センター主催事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」をご確認ください。）
２）免責事項について
当法人は、「NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター主催事業における新型コロナウイルス感染予防対
策ガイドライン」に従い、新型コロナウイルスの感染予防について対策を講じておりますが、万が一、新型コ
ロナウイルス感染症への罹患及び濃厚接触が生じたとしても、不可抗力を理由として当法人は責任を負いかね
ますのでご理解の程お願いいたします。
１８．新型コロナウイルス感染予防対策に関して参加される皆様へのお願い
●

開催１週間前からの検温を含む健康チェックシートの記入と提出

最終お知らせとともに「１週間の健康チェックシート」をお送りいたしますので、開催１週間前からの体調管
理につきましてよろしくお願いいたします。
なお、下記に該当する場合は参加を取りやめてくださいますようお願いいたします。
□ 37.5度以上の発熱、または平熱より+1度以上の発熱・咳・呼吸苦・喉の痛み・倦怠感・味や匂いの異
常・その他体調がすぐれない場合。
□ 本人が感染し、医師または保健所の判断により参加を止められた場合。
□ 参加１週間前から当日までの間に、同居家族が感染者と判断された場合。また感染者と濃厚接触してい
た場合。
□ キャンプ開催期間中（７月２９日〜8月２９日）に在住する都道府県にまん延防止等重点措置、あるい
は緊急事態宣言が発出されている場合。または発出される予定の場合。
●

キャンプ当日朝、抗原検査キット（厚労省承認済）にて検査を実施、検査結果を集合場所にて提出

「研究用」ではなく、「体外診断用医薬品」と表示されている厚生労働省の承認を受けた「新型コロナウイル
スの医療用抗原検査キット」を各自で準備していただき、検査の上結果をご提出ください。検査結果が陽性の
場合はご参加できません。
※「体外診断用医薬品」と表示されている抗原検査キットは、薬剤師のいる薬局にて販売されています。
※薬局によっては取り扱いが無い、数に限りがある場合もございますので、お早めにご準備ください。またど
うしても入手できない場合はご相談ください。
【キャンプ実施中の体調不良の際のお迎え】
キャンプ実施中にお子さんが体調不良の場合は、お迎えをお願いいたします。なお、その際の参加費につきま
しては返金いたしかねますのでその旨ご承知おきください。
１９．その他
●持ち物につきまして持ち物一覧表をご参照ください。参加承諾書にも同封しますのでご覧ください。
●持ち物の紛失、破損（汚れを含む）についての責任は負いかねますことを予めご承知おきください。
●お電話の受付時間は午前１０時から午後７時までとさせていただきます。（土・日・祝日除）
FAX、E-mailにつきまして、随時受付を行っております。ただし、営業時間外のお問い合わせ等についての
返信は翌営業日以降となりますので、予めご了承ください。
●その他詳細事項につきましては、参加承諾書発送時、最終お知らせ発送時にお知らせいたします。
●募集要項を含めパンフレットまたはHP等すべてをご覧いただいた上でお申し込みください。
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*****

持ち物一覧表 *****

★の持ち物は小さめの

＊かならず自分で荷物を用意してかばんにつめてね！
リュックに入れてきてね！
＊どんな小さいものにもかならず名前を書いておいてね！
■小さめのリュック（ナップザック）

大きいリュックとは別に、ハイキングやバス
で使うのに必要だよ。ナップザックでもいい
よ。

■米１㎏（７合）

キャンプ中にみんなが食べる分だよ。
連続参加する人も１kgでいいよ。

■雨がっぱ（あまがっぱ）

山の天気は分からない！いつ雨が降ってもい
いように持ってきてね！上下に分かれている
ものがおすすめだよ！

■名

札（なふだ）

みんなの名前を早く覚えたいよね！ふだん呼
ばれている・呼ばれたいニックネームを書い
てきてね。集合場所からつけてきてね。

■マスク（ますく）

バスの中や屋内ではマスクをつけてもらうの
で、不織布のマスクを日数分持ってきてね。
予備もあるといいよ！

■新聞紙（しんぶんし）

１枚でいいよ！火おこしするときにも使える
よね。

■水

筒（すいとう）

■食

器（しょっき）

行きのバスで飲むお茶を入れてきてね。
キャンプ場で飲むお茶は用意してあるよ。
500ｍｌのペットボトルでもいいよ！
消毒、やけど、けがの関係上プラスチック製のも
のがいいよ。お皿やおわん（ご飯･汁物・おかず
が基本の食事だよ）あとはコップ・おはし・スプ
ーンでＯＫ！

■懐中電灯（かいちゅうでんとう）

夜の行動には必要だよね。替えの電池があるとい
いかもね。

■保険証のコピー＆１週間の健康チェックシート
（ほけんしょうのこぴーといっしゅうかんのけんこうちぇっくしーと）
保険証は万が一けがをした時病院へ行くのに必要
だよ。健康チェックシートには１週間前からの体
温や体調を記録してきてね。受付時に集めるよ。

※保険証のコピーと健康チェックシートは１枚の同じ用紙です。

■体温計（たいおんけい）
キャンプ中、体温を測るときに使うよ。
■半そで・短パン（はんそで・たんぱん）
日中はこの格好でちょうどいいよ！

■長そで・長ズボン（ながそで・ながずぼん）
■下

着（したぎ）

泊数分あったほうがいいよ！

■水

着（みずぎ）

キャンプ場のすぐ横は左京川！川遊びには必
要だね！

■サンダル（さんだる）

川遊びには絶対いるよ！川に流されないよう
にかかとが止められるものを持ってきてね！

■軍

手（ぐんて）

火をおこすときに火傷しないように軍手は欲
しいよね。化繊のものは溶けて、火傷してし
まうので必ず純綿の軍手をもってきてね。

■ビニール袋（びにーるぶくろ）

汚れ物を入れたり、ぬれたものを入れたりす
るのに使えるね。

■筆記用具（ひっきようぐ）

キャンプでできた友達と住所交換したり、絵
を描いたりするよ。

朝晩の冷え込み、虫除けに1セットは欲しいかな！
お盆過ぎのキャンプに参加する人はトレーナーも１枚あ
ったほうがいいかもね。

■化繊のＴシャツ（かせんのてぃーしゃつ）

夏の日差しはとても強いから、川遊びの時などに
水着の上から着られるＴシャツが１枚余分にある
といいよ。化繊だと乾くのも早いよ！

■靴（くつ）

火を使うときやハイキングには必ず必要だよ。バ
スを降りてからすぐに歩くから、家からはいてく
るといいかもね。

■帽

子（ぼうし）

■寝

袋（ねぶくろ）

熱中症予防のためにもつばのついた帽子がいい
よ！
これは絶対必要！夏用の薄手のもので十分！スポ
ーツ用品店やホームセンターでも売っているよ！

■洗面用具（せんめんようぐ）

タオル・はみがきセット・バスタオルなどいつも
家で使っているものだよ。

□常備薬（いつも飲んだり、塗ったりするお薬がある人はかならず持ってきてね。）

★必要なら
□虫よけ（虫にさされやすい人は持ってくるといいよ。）
持ってきてね！ □ゴーグル（とってもきれいな川だからあると川の中がのぞけるよ。）
□その他（何かないと困るものは持ってきて。）

□おかし・ジュース（これは準備しておくから心配しなくていいよ。）
□おもちゃ（テレビゲームなどのおもちゃはお家へ帰ってからやってね。）
★持ってきちゃ □カメラ（カメラより目や心に風景や想い出をきざんでいってほしいんだ。）
だめだよ！
□余分な衣類（着ない服は荷物が重くなるだけ。自分でリュックを背負えるだけの量にしてね。）
□現
金（なくしたりすると大変だから持ってこないでね。）
□宿
題（キャンプへ来る前に終わらせるかキャンプが終わってからやってね。）
□時
計（時間にとらわれないキャンプがしたいのでもってこないでね。）
□携帯電話（キャンプでは使わないからもってこないでね。）
□親の期待

★その他
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●荷物を入れる大きなリュックについて：自分で運べるサイズの大きさと荷物の量ならどんなものでもＯＫだけど、
バスを降りてから１０分ぐらい歩くからなるべくなら肩に背負えるリュックがおすすめだよ！
●洗濯について：連続参加の人はキャンプの途中で洗濯の時間をとるよ。（洗剤や洗濯バサミは洗濯場にあるよ！）
●その他何か質問があればＴＥＬ・ＦＡＸ・Ｅ−mailにて受け付けます。お気軽にどうぞ！
（受付時間午前１０時〜午後7時・土日祝日除く）
●万が一持ってきてはいけないものを持ってきた場合、キャンプの趣旨を鑑み、期間中、主催者で預からせていただ
くことがあります。また、なくしてしまった場合には責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

受

付

入

力

承

諾

最

終

2022 夏の信州こども山賊キャンプ申込書
参加希望組（参加希望組をご記入ください。連続参加希望の方は（連続）とお書きください。）
記 入 例

第１希望

ベーシック１組希望の場合 ⇒ B１
同様に、チャレンジコース（C）/
スーパーコース（S）/ゼロコース（Ｚ）

第２希望

※コース名称について、記入漏れのないようご注意ください

第３希望

集合地・解散地

連続参加の場合 ⇒ B1、B2（連続）
（番号を○で囲んでください。長野県内ご希望の方は3.長野に○をした上で①〜③についてもお選びください。
連続参加希望の方は最初の組の集合地と最後の組の解散地をお書きください。）

集合解散とも

１．新宿

２．名古屋

３．長野（①諏訪 ②駒ヶ岳 ③飯田） ４．現地集合解散

集合のみ
解散のみ

１．新宿
１．新宿

２．名古屋
２．名古屋

３．長野（①諏訪 ②駒ヶ岳 ③飯田） ４．現地集合
３．長野（①諏訪 ②駒ヶ岳 ③飯田） ４．現地解散

参加希望者について
ふりがな
氏

名

性

別

度 車酔い 1.する 2.しない

平
熱
血液型
年 齢

１.男 ２.女
平成

生年月日

年

月

歳

おねしょ
生 理

年

※１．あるとお答えの方は必ず
アレルギーの詳細を右へお書
きください。
※特に食物アレルギーのある方
は必ずお書きください。

日

小
中

山賊キャンプへの参加

学 年

今回が初めて ・ 以前参加

/ RH(

)

1.ある 2.ないがそろそろ心配 3.問題ない
1.ある 2.ない

アレルギー

保護者との続柄
学校名

Ａ・Ｂ・ Ｏ・AB・不明
1.心配 2.心配ない

（

）

服用できない薬 1.ある（

）

2.ない

保護者・住所連絡先などについて（緊急時連絡先について必ずご記入ください。）
ふりがな

職

保護者氏名
〒(
住

)−(

業

)

所
※マンション名などありましたら必ずお書きください。

電話番号
Ｆａｘ
E-mail

(
(

)
)

-

キャンプ開催までの
緊急時連絡先
※申し込み時、集合解散時に
連絡することがございます。

＠

その他連絡事項
同組希望

山賊キャンプを
知った経緯

※同じ組を希望される方（ご友人、ご兄弟など）
がいる場合お名前をお書きください。

※お名前のある方全員が抽選に通った場合にのみ組の確定となります。

●【必須】お子さんの性格、個性、関心、健康状態について具体的に教えてください。（キャンプカウンセリングの参考にさせていただきます。）

●【必須】山賊キャンプでやりたいことを参加するお子さん自身でお書きください。

●参加の決意をお子さん自身でお書きください。（分からなければ意味を説明してあげてください。）
パンフレットに書かれている最長老のおきてを守ることができる人は下にサインをしてください。

わたしはおきてを守り楽しくキャンプする山賊となることをここに誓います。
記入日

２０２２年

月

日

参加者氏名

（自署）

●以上2022夏の信州こども山賊キャンプのパンフレットに記されている事項のすべてを承諾・賛同して参加を申し
込みます。なお、キャンプ参加中に、上記参加者が負うべき責任については、これを保護者が負います。

記入日

２０２２年

月

日

保護者氏名

印

長野県マップ
◎車利用の場合
長野市

中央道

新宿

名古屋

松本市

約4時間

三遠南信

中央道 自動車道 天竜峡
飯田山本 約10分

ＩＣ

ＩＣ

約30分

中央道
約2時間

◎電車利用の場合
中央高速道路
至東京

ＪＲ飯田線

タクシー

温田駅

約10分

飯田市

（詳細はお問い合せください。）

至名古屋

泰阜村

ＮＰＯ法人
グリーンウッド自然体験教育センター

長野県泰阜村
長野県の南部、天竜川の東側に位置し、豊かな自然とふるさとの味と香り、伝統ある
文化に恵まれた風光明媚な山村です。四季の自然美を楽しみながら水しぶきにぬれて天
竜川を下る「天竜ラインくだり」、信州の代表的秘境「万古渓谷」は沢歩き、渓流釣り、
キャンプ等に訪れる人を楽しませてくれます。
また、昭和初期の農村不況の中、児童生徒の情操を深めるために作品の収集を始め、
現在２００点余を収蔵する全国的にも希な村立「学校美術館」があります。江戸時代か
ら伝わる「くれき踊り」は年貢をくれ木で完納した祭りで、深い味わいがあり、今に伝
承されています。
人口は約１５０0人。素朴な村の人たちと豊かな自然が皆さんをお待ちしています。

泰阜村公式ＨＰ https://www.vill.yasuoka.nagano.jp/

２０２２夏の信州こども山賊キャンプ R
発

行

日：２０２２年 ４ 月 １日

発

行

者：NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター

発行責任者：辻
編集担当者：髙島

英之
愛都

お問い合わせ・申し込み・資料請求先
〒３９９−１８０１ 長野県下伊那郡泰阜村６３４２−２
ＮＰＯグリーンウッド「山賊キャンプ係」
ＴＥＬ:０２６０（２５）２８６１
ＦＡＸ:０２６０（２５）２８５０
受付時間 ＡＭ１０：００〜ＰＭ７：００ （土・日・祝日除）
ＦＡＸ・Ｅ-m a i l は２４時間受付可能です。
番号等お間違えのないようお願いいたします。

Ｕ ＲＬ: http s: // www.gre enwood.or. jp
ホームページからの申し込みも可能です。
インターネット割引実施中です。

Ｅ-mail：s a n z o k u @ g r e e n w o o d . o r . j p
各種資料請求、お問い合わせが可能です。

