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1. キャンプボランティア募集要項 

 
 NPO 法人グリーンウッド自然体験教育センターでは、下記の要領で、『冬の信州こども山
賊キャンプ』をお手伝いしていただけるキャンプボランティアを募集しています。ぜひ冬
キャンプも、こどもの笑顔をともに創りましょう！ご希望の方は、インターネットからも
しくは申し込み書類を山賊キャンプ事務局までご提出ください。 
   

◎参加費：必要ありません 

◎交通費：新宿・長野県内よりチャーターバスを運行（主催者負担） 

※名古屋方面のバスは運行されません。 
・長野県内の集合解散については、現住所もしくは帰省先が長野近郊の方、あるいは名古屋方面 

在住の方のみとなります。 

・交通については指定のバスにてこどもたちと一緒にキャンプ場に来ていただきます。 

◎コロナ対策について ： 新型コロナウイルス抗原検査キット（厚労省承認済）を 
各自でご準備いただき、参加当日の朝、検査をしていただきます。    

記 

１．応募条件                                      

・ 高校生以上の心身共に健康な男女で、自分自身の意思で参加を決めた方。 
特に自然体験教育活動に興味があり、アクティブなパーソナリティをお持ちの方を歓
迎いたします。経験・資格は問いません。 

・ 「ボランティアの心構え（P.7～8）」、「10 ．新型コロナウイルス感染予防対策について
ボランティアの皆様へお願い（Ｐ.3～4）」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」をご理解い
ただいた方。 

・ 『冬の山賊キャンプ』に関しましては、過去に山賊キャンプのボランティアとして参加さ
れた方のみの募集といたします。 
※２０２１年度冬の山賊キャンプ、２０２２年度夏の山賊キャンプの研修会へ参加していない方は、１２

月１０日（土）に実施のオンライン研修会へのご参加が必須となります。 

 

２．活動場所                                      

長野県下伊那郡泰阜村（やすおかむら）6342 番地２ 
NPO 法人グリーンウッド自然体験教育センター 
 

３．交通                                       

東京・長野県内よりチャーターバスを運行（主催者負担） 

※名古屋方面のバスは運行されません。 

※交通については指定のバスにてこどもたちと一緒にキャンプ場に来ていただきます。長

野県内の集合解散については、現住所もしくは帰省先が長野近郊の方、あるいは名古屋方

面等東京方面以外の在住の方のみとなります。なお原則、現地集合・解散は受け付けてお

りませんが、ご希望の方はお問い合わせください。 
 

４．活動内容 ※詳細はホームページまたはパンフレット冊子をご参照ください。                     

冬の信州こども山賊キャンプのリーダー、マネジメント（裏方）サポートなど 
 

５．待遇概要                                       

・ 名 称：山賊キャンプ・ボランティア（相談員） 
・ 住 居：キャンプ場にてこどもたちと共に寝泊りします。 
・ 食 事：キャンプ場にてこどもたちと作ります。 
・ 保 険：センターがボランティア保険に加入し活動中に生じた事故を保障します。 

・ 謝 礼：一定の謝礼を支給します（1 組１,000 円程度）。参加費は必要ありません。 
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６．募集人員                                      

各コースとも男女合わせて５～８名程度（コースによって異なります） 

 

７．期  間                                      

２０２２年度信州こども山賊キャンプの希望のコース（1 コース以上） 

※希望の日程を３つまでお書きください。 
 

 

 

 

 

 
 

 

８．申込から参加までの流れ                               
  

 申 込 期 間     １１/１０(木)～１１/２８(月)〆切 【必着】 
   

1.申込書記入 募集要項巻末の申込書またはインターネットフォームにもれなく記入してください。 

・ （必須）欄に記入漏れがありますと受付できない場合もございます。 

・ 記入に関してはできるだけ詳しくお書きください。 
・ 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。 

※顔写真の添付が必要になりますので、ご用意ください。新規・リピーターに関わら

ず、添付のない場合は申し込みを受け付けません。 

2.お申し込み 【郵送の場合】 

 

 

※土・日・祝日の郵便配送はございませんのでご注意ください。 

【インターネットの場合】 

【ステップ１】インターネットフォームよりお申し込み 

 

 

 

 

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。 

  ※campbora@greenwood.or.jp より受信できるよう設定してください。 

 

【ステップ２】写真データの送付（写真送付先 campbora@greenwood.or.jp） 

  受け取り確認のメールに返信する形でご本人の写真を添付してお送りください。 
 

3.申込締切 受付期間：１１/１０ (木)～１１/２８(月)〆切 ※必着 

受付期間以降：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。 

4.書類考査 申込締切後、山賊キャンプ事務局にて書類考査いたします。 

5.委嘱状発送 委嘱状及び必要書類を送付いたします。 

※なお、委嘱の有無に関わらず、結果については必ず通知します。万が一、１２/５(月)

までに結果通知が届かない場合には、山賊キャンプ事務局までご連絡ください。 

〒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」ボランティア係 

 
 

申し込み後、受付完了

メールが届きます。 

※本人の判別ができる写真を添付し 

てください。（スナップ写真可） 

※画像加工によって顔の判別ができ 

ない写真は受付不可となります。 

 

事務局 

山賊 
キャンプ 顔写真 

を送信 

申し込み完了！ 

 〒 

 
■行こうぜ！泰阜１９コース 田本組  １２月２６日（月）～１２月３０日（金） 
 

■お年とりコース           １２月３０日（金）～ １月 ３日（火） 
 

■長老キャンプコース          １月 ３日（火）～ １月 ６日（金）  
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6.オンライン 

研修会 

２０２１年度冬の山賊キャンプ、２０２２年度夏の山賊キャンプの研修会へご参加い

ただいていない方は、１２/１０（土）に実施のオンライン研修会へのご参加が必須と

なります。 

7. ｷｬﾝﾌﾟ 1 週間前 

 

参加 1 週間前から「行動規則」の遵守と「1 週間の健康チェックシート」へ朝晩の体

温を記入するとともに自分の体調を確認してください。（詳細は「１０．新型コロナウ

イルス感染予防対策についてボランティアの皆様へお願い」参照。） 

8.ｷｬﾝﾌﾟ当日の朝 事前に準備した「新型コロナウイルス抗原検査キット」（厚労省承認済）で検査を行っ

てください。（詳細は「１０．ボランティア新型コロナウイルス感染予防対策について

ボランティアの皆様へお願い」参照。） 

9.ｷｬﾝﾌﾟ参加 さあ、いよいよキャンプスタートです！ 

 

 

９．オンライン研修会について                         

２０２１年度冬の山賊キャンプ、２０２２年度夏の山賊キャンプの研修会へご参加いただ

いていない方は、オンライン研修会へのご参加が必須となります。 

また、参加必須でない方も、希望者は参加可能です。冬キャンプの参加が初めての方や不

安な方は、奮ってご参加ください！ 

 

■開催日時：１２月１０日（土）午前９時～正午（３時間程度） 

■内容： 

① 冬キャンプについての概要説明 

② 集合解散について 

③ コロナ対策について など 

Zoom アプリを使用してご参加いただきます。参加 URL 等の詳細は１２月初旬送付の「委

嘱状」にてご案内いたします。 

 

１０．新型コロナウイルス感染予防対策についてボランティアの皆様へお願い                          

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（別紙）」を策定し感染防止に努めながら山賊キャンプを開催しま

す。ボランティアとして参加していただく方にも下記内容を遵守・承諾していただきます。

ご協力よろしくお願いいたします。 

【遵守事項】 

１）ボランティア参加 1 週間前 

(1) 1 週間前からの健康チェックの実施 

・委嘱状と併せて送付する「1 週間の健康チェックシート」に則し、検温を含む健康

チェックを行い記入してください。なお、下記に該当する場合は参加を取りやめてい

ただきます。 

☐ 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。 

☐ 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（１２月２６日～１月６日）に在住する都道府県に「まん延 

  防止等重点措置」もしくは「緊急事態宣言」が発出されている、または発出さ 

  れる予定の場合。 
 

(2) 1 週間前からの下記「行動規則」の遵守 

  ・外出する際はマスクの着用を行う。 

・懇親会や食事会など他人と飲食を共にする場に行かない。 

・石鹸を用いたこまめな手洗いまたは手指消毒、うがいを行う。 

・その他、規則正しい生活を心がけ体調管理に努める。 
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２）ボランティア参加当日 

. (1) 参加当日の朝、抗原検査キット（厚労省承認済）にて検査を実施、検査結果を提出 

・「体外診断用医薬品」と表示されている厚生労働省の承認済みの新型コロナウイルス 

の抗原検査キット（「研究用」不可）を各自で準備していただき、検査の上結果を受 

付時（バス集合場所集合時）に提出ください。なお、結果が 

陽性の場合は山賊キャンプ事務局へご連絡の上、参加を取りやめていただきます。 

※「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 

売しています。 

※ただし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。 
 
 

(2) 受付時に「1 週間の健康チェックシート」を提出し、検温等の健康チェックを実施。 

※受付時の体調によっては参加を取りやめていただきます。 

 

3）ボランティア参加中と事後 

(1) 以下の場合、キャンプを中断して帰宅していただきます。一人での帰宅が難しい場合、

お迎えに来ていただくこともございます。 

□ キャンプ参加中に体調不良となった場合 

□ キャンプ参加中に濃厚接触者となった場合 

□ キャンプ参加中にご家族がコロナ陽性判定を受け、自身が濃厚接触者となった場合 

□ キャンプ開催中に新型コロナウイルスの集団感染が発生し、キャンプが途中で中止 

となった場合 

(2) 受付時やキャンプ期間中はグリーンウッドスタッフの指示に従い、マスクを着用する

ほか、石鹸を用いたこまめな手洗いまたは手指消毒とうがいを行い、感染予防対策の徹

底をしてください。 

(3) 参加後 1 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、山賊キャンプ事務

局に速やかに連絡してください。 

 

【承諾事項】  

１）ボランティア参加における感染リスクについて  

主催者等が感染防止対策を適切に実施し、ボランティア・運営スタッフが上記「遵守事

項」を遵守したとしても感染を完全に予防できるものでは無いことを理解した上で参加す

ること。 

※万が一、新型コロナウイルス感染症への感染および濃厚接触の指定がなされた場合で

も不可抗力を理由として主催者は責任を負いかねます。ご理解の程お願いいたします。 

 

２）個人情報について 

収集した個人情報は新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、必要に応じて保健

所等行政機関へ提供される場合があることに同意すること。 

※ 個人情報の取り扱いに関する詳細は「１３．個人情報保護について」をご確認くださ 

い。 

 

３）キャンプ開催中止の判断について 

下記の場合においては、キャンプは開催中止となります。 

・ 泰阜村内あるいは近隣市町村で新型コロナウイルス感染症が発生し、近隣病院への負

担が大きくなっていると考えられる場合 
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・ 団体内部で新型コロナウイルス感染症が発生し、保健所に実施が認められなかった場

合。あるいはそれに伴って実施の体制が取れないと判断した場合 

・ 長野県内に医療非常事態宣言が発出された場合は、その際に出される県からの指示に

よって実施か中止の判断を行います。 

 

４）遵守事項、その他の措置・指示について 

上記「遵守事項」を遵守し、主催者等による措置及び指示に従うこと。参加者・ボラン

ティア等の安全性を担保するため、「遵守事項」や主催者等による措置または指示に従わな

いボランティアに対して、主催者等は退場や不参加を求めることがありその場合は指示に

従うこと。 

 

１１．アレルギー・持病に関する対応について                                                             

・ キャンプ生活に支障のあるアレルギーまたは持病のある方は、参加申込書の所定欄に

ご記入ください。ただし、原則、自己管理となります。主催者側では配慮できない場

合（例：アレルギー食材の除去など）もございますので、ご不安な場合は事前に事務

局までお問い合わせください。 

・ 健康状態、アレルギー、過去の参加態度等に鑑み、参加をお断りないし拒否する場合

もありますので、あらかじめご承知おきください。 

・ キャンプに参加するこどもが同じような薬を持参している場合がございます。他の方

との薬の取り違えを防ぐためにも必ず、薬の自己管理をお願いします。 

 

１２．長期ボランティアについて                                

１２月２６日～１月６日の期間を山賊キャンプボランティアとして活動する『長期ボラン

ティア』も併せて募集しております。詳しくは P.6～P.7 をご覧ください。 

 

１３．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）                                                               

・ 参加者から取得した氏名、年齢、住所等の個人情報は同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。 

・ ただし、新型コロナウイルス感染が確認された場合には、収集した個人情報は感染

拡大を防止するために、必要に応じて保健所等行政機関へ提供される場合がありま

す。 

・ 今後当センターよりの各種ご案内やアンケートなどを、電子メール、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、主催者側でホー

ムページやＳＮＳ、YouTube、パンフレットなどの広報活動や、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。 

・ 写真、ビデオなどの使用に際し、不都合のある方は当センターまで事前にご連絡く

ださい。 
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２. 長期ボランティア募集要項 

 

1. 応募条件                                             

・ 高校を卒業した満 18 歳から 30 歳までの心身ともに健康な男女で、自分自身の意思で
参加を決めた方。 
特に自然体験教育活動に興味があり、アクティブなパーソナリティをお持ちの方を歓
迎いたします。経験・資格は問いません。 

・ 「ボランティアの心構え（P.7～8）」、「10 ．新型コロナウイルス感染予防対策について
ボランティアの皆様へお願い（Ｐ.3～4）」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」をご理解い
ただいた方。 

・ 『冬の山賊キャンプ』に関しましては、過去に山賊キャンプのボランティアとして参加さ
れた方のみの募集といたします。 
※２０２１年度冬の山賊キャンプ、２０２２年度夏の山賊キャンプの研修会へ参加していない方は、１２

月１０日（土）に実施のオンライン研修会へのご参加が必須となります。詳しくは「９、オンライン研修

会について（Ｐ.3）」をご参照ください。 

 

2. 活動場所・滞在地                                           

長野県下伊那郡泰阜村（やすおかむら） 6342 番地 2 

ＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育センター 

 

3. 募集人員                                               

各期間男女若干名 先着順 
 

4. 参加期間と参加開始日程                                        

12 月 26 日～１月６日までの全期間参加できる方を募集します。 

その上で前後の日程を追加することは可能です。申込書類に参加可能期間を記入してくだ

さい。 

交通については公共交通機関を使用して現地集合、またはチャーターバスを利用すること

も可能です。 
 

5. 活動内容                                          

・「冬の信州こども山賊キャンプ」の現場・裏方における運営全般 

・キャンプ現場本部のスタッフ、相談員としてキャンプの円滑な運営を助ける仕事 

・物品管理、食品管理、こどもたちへのアクティビティ指導のサポート 

・その他、裏方作業など 
 

6. 待遇概要                                             

名 称：2022 冬の信州こども山賊キャンプ・長期ボランティア 

住 居：グリーンウッド施設内で貸与、キャンプ期間はキャンプ場に宿泊します。 

食 事：グリーンウッドで支給。キャンプ期間は原則キャンプ場で支給致します。 

保 険：センターが一定の保険に加入し、活動中に生じた事故を補償します。 

交 通：当センター規定の往復交通費を支給もしくは長野県インターンシップの補助金を

利用します。※詳しくは同封の「インフォメーション」をご確認ください。 

謝 礼：些少ですがセンターから期間に応じて一定の謝礼を支給致します。 

休 日：一定期間ごとに休息日を保障致します。（応相談） 

その他：滞在中は数回の新型コロナウイルス抗原検査を受けていただきます。（滞在中の検 

査費用は主催者負担） 
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7. 手続き                                            

書類考査：所定の申込書類をセンターまでお送りください。折り返しこちらから書類（一

次）考査の結果を通知致します。 

面接考査：書類考査の結果、センターで適当と判断させていただいた方へオンライン面接

の通知を郵送いたします。後日、オンラインにて面接（二次）考査を受けていただきます。 

※書類・オンライン面接考査ともに、結果内容についての問い合わせは受けかねます。 

 

8. 申込期間                                            

2022 年 11 月 10 日（木）から 11 月 28 日（月）必着 

※申し込みをされた順に随時考査をしていきますので、定員に達した場合は 11月 28日（月）

以前に締め切る場合もございます。 

 

9. 申込書類                                               

１．履歴書 ※備考欄等に参加可能期間をご記入ください 

２．応募動機をまとめた作文（800 字程度） 

３．あなたの年表（履歴書以外で表現したい事を年表にまとめてください。A4 紙 1 枚程度） 

 

10. 結果通知                                           

文書にて個別に結果を通知いたします。 

 

11. NAGANO インターンシップ補助金について                    

キャンプボランティア参加にかかる交通費について、長野県による大学生向けの「NAGANO

インターンシップ補助金」が活用できます。 

・ 上限 3 万円まで、主に公共交通機関の交通費が補助対象経費となる補助金です。 

・ 申請には必要書類等がございます。 

・ 高校生、社会人の方は申請できません。何卒ご了承ください。 

・ 詳細は「NAGANO インターンシップ補助金」で検索の上、長野県のホームページをご

覧ください。 

※ただし、長野県の予算の都合により年度途中であっても補助金の受付を終了している場

合があります。何卒ご承知おきください。 

 

12. その他                                        

「１．ボランティア募集要項」に記載の項目「１１．アレルギー・持病に関する対応につ

いて（P.5）」、「１３．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）

（P.5）」についても事前にご確認の上、お申し込みください。 
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こどもの一番近くで活動を支えるみなさんの言動、態度はこどもに良くも悪くも、大き

な影響を与えます。こどもに「山賊キャンプのおきて」があるように、ボランティアの方々

にも、よりキャンプを充実したものにするために大切な「おきて」をつくりました。ここ

では、そのおきて、基本的人権、注意事項を心構えとしてお伝えします。 

 

次項の注意事項と「おきて」を守ることを決意した方は申込書にサ

インをし、お申し込みください。 
 

 

【ボランティア（相談員）のおきて】 

その１ 安全確保 

キャンプでどんなに良い体験をしても、「ケガをした」「悪口を言われた」。そんな悲しい

ことがあればこどもたちは「来なければよかった」という気持ちになってしまいます。ど

のような活動でも、常に土台にあり最優先とすべきはこどもの安全を守るということです。

こどもの安全を確保することがみなさんの第一の仕事になります。常に「今の自分の行動

はこどもの安全を守れるのか」を考えながら活動してください。 

 

 

その２ こどものよき相談相手に 

山賊キャンプはフリープログラムキャンプです。「ご飯のメニューどうする？」「工作で

これ創ってみたいけどどうしよう？」などなど…考えることがたくさんあります。また親

元を離れての生活に慣れず、こどもによっては「着替えが一人ではできない」「暗くて怖い

から一緒についていってほしい」「嫌いな食べ物がある」といった日常の暮らしの中にもた

くさんの困難があります。「こどもが主役」といえど、こどもたちだけで出来ることには限

界があります。そのときは都度声をかけ、同じ仲間として良き相談相手となりアドバイス

や手助けを通してキャンプを支えてあげてください。 

 

 

その３ 自分も楽しむ！ 

常にこどもに目を光らせなければいけないのか。そうではありません。相談員のみなさ

んもキャンプを楽しむために、こどもと一緒に大いに遊んでください。何事も全力で

取り組み、こどもたちにチャレンジする後ろ姿を見せてください。ともに遊び、ともにチ

ャレンジする中で、こどもとの信頼関係が育まれます。 

 

 

ボランティアの心構え 
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【基本的人権の尊重】 
先ほど「こどもの安全を確保することが第一の仕事」とお伝えしましたが、安全とはケ

ガをさせないだけでしょうか？それは違います。安全とはケガや病気など身体の安全管理

ももちろんですが、大人もこどもも含めた不用意な発言で心を傷つけること、性的ないや

がらせや体罰などでこどもの人権を傷つける心の安全管理も含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ボランティアとして注意しなければならないこと】 

①  禁酒、禁煙 

青少年健全育成キャンプという観点から、キャンプ期間中は原則禁酒・禁煙です。 

 

② 相談員同士の異性・友人関係  

キャンプ中はこどもが主役です。異性や相談員同士の交流ではなく、こどもたちに目

を向けてください。 

 

③ 携帯電話・スマートフォン・カメラの使用禁止 

キャンプ中は携帯電話・スマートフォンの使用、写真撮影は一切禁止とします。やむ

を得ずキャンプ期間中に連絡をとらなければいけない場合は、その組のディレクター

（長老）に必ず確認してください。ディレクター（長老）の許可なく、携帯電話・ス

マートフォン・カメラの使用が発覚した際には、厳しく対処いたします。 

 

④ キャンプ以外での交流禁止 

キャンプ終了後、参加したこどもたちとの一切の交流を禁止します。特にＳＮＳでつ 

ながる、あるいは個人的に会うなどをして生じた事故やトラブルは、いかなる理由が

あっても主催者として一切関与しません。 

 

基本的人権を侵害する内容（一例） 
 

こどもへの 
体罰や暴言 

性的な嫌がらせ
やセクハラ行為 
 

個人情報の流出 
（写真含む） 
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お問い合わせ・連絡先 
 

【山賊キャンプボランティアに関して】 
 

ＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育センター 
山賊キャンプ事務局 担当：髙島 愛都（たかしま いと） 

ＴＥＬ：0260-25-2861 （受付 10 時～19 時 土日祝日は除く） 
ＦＡＸ：0260-25-2850  E-mail：camp@greenwood.or.jp 

ＵＲＬ：https//www.greenwood.or.jp 
 
 

【申込書送付先】 
 

〒399-1801 長野県下伊那郡泰阜村 6342-2 
ＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育センター 山賊キャンプボランティア係 

 

mailto:camp@greenwood.or.jp

