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ジュニアキャンプ16 

参加者募集のお知らせ 
 

山奥のキャンプ場 まっているのは  

 

「大きなテント」 「美しい山」 「高い空」 

 

たくさんの仲間と出会い 遊び 歌う 

 

ここでしかできない体験を みんなと一緒に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「一歩一歩前へ！ 登山は自分への挑戦！」 

（ジュニアキャンプ１１より） 

 

 

 

 

 

 

 

キャンプリーダーズクラブ T3 のキャンプのテーマは、「森とわたしたち」です。 

キャンプ生活を通して、自然と人、人と人との「よりよい関係作りの大切さに気づく

機会」を提供していきます。 

このキャンプは、自然体験・生活体験・人間関係体験の三つを大きな柱に置いて運営

します。キャンパーそれぞれの発達段階に応じて設定された課題の解決を通し、やり遂

げた喜びを感じ、自信を身につけ、自立心を養う機会とします。その為、少人数での  

生活班に分かれ、経験を積んだボランティアリーダーが共に生活をし、支援をします。 

キャンプリーダーズクラブＴ３

令和元年 5月吉日



 

小学校１年生から中学校３年生を対象にした、異年齢が交流できるキャンプです。今回のキャン

プ場は福島県西郷村にある、国立那須甲子青少年自然の家。福島県と栃木県の県境にある日光国立

公園内、那須甲子連山の中腹にある自然豊かな施設です。周辺の山で登山やハイキング、野外炊事

やキャンプファイヤーなど、様々なプログラムを予定しています。また、食事や睡眠などの生活    

リズムを大切にするため、５人から８人程度の少人数生活班を作り、ボランティアリーダーが生活

を共にし、丁寧に対応します。 

 

☆キャンプ概要 

クラス アドベンチャークラス チャレンジクラス 

日程 令和元年８月２日（金）～５日（月） ３泊４日 

対象 小学校５年生～中学校３年生 小学校１年生～小学校４年生 

定員 各クラス１２名ずつ 計２４名 

＊最少催行人数 ８名（人数を満たさない場合は、計画を中止、または参加費の見直しをします。） 

実習地 国立那須甲子青少年自然の家 

福島県西白河郡西郷村大字真船字村火６－１   http://nasukashi.niye.go.jp/ 

キャンプ場内 テント泊 

参加費 中学生：３８．０００円  小学生：３５．０００円 

＊内訳：交通費（バス）、食費、宿泊費、プログラム代、保険料など 

実習集合 ８月２日(金)  午前 8 時 00 分 池袋西口公園 

実習解散 ８月５日(月)  午後５時３0 分 池袋西口公園 

※当日の交通事情により、到着・解散の時刻が変わる場合がございます。 

交通手段 往復共に、貸し切りバスを利用します。 

 

☆キャンプ日程（予定）  ＊ＡＣ＝アドベンチャークラス ＣＣ＝チャレンジクラス 

８月２日（金） ８月３日（土） ８月４日（日） ８月５日（月） 

ＡＣ ＣＣ ＡＣ ＣＣ ＡＣ・ＣＣ ＡＣ・ＣＣ 

集合 

バス移動 

 

朝食 

「朝日岳 

   登山」

弁当 

朝食 

「茶臼岳 

 ﾊｲｷﾝｸﾞ」

弁当 

野外炊事・朝食 

「キャンプ 

ア・ラ・カルト」 

野外炊事・朝食 

「クライマックス 

タイム」

本館着・昼食 

｢オリエンテーリング｣ 

キャンプ場へ移動 

野外炊事・昼食 

「グループタイム」 

入浴・休憩 

夕食 

昼食 

本館発 

バス移動 

入浴 

休憩 

夕食 
野外炊事・夕食 

｢フレンドシップナイト｣ 

解散 

｢ﾅｲﾄﾊｲｷﾝｸﾞ｣ ｢星空観察｣ 「ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ」 

＊天候により、内容を一部変更することがあります。 



 

☆ その他 

・キャンプ実習の他に、キャンプのプログラム、持ち物等を説明する、「事前講習会」。キャンプの  

 思い出を振り返る、「事後講習会」を予定しています。併せてご参加ください。 

＜ 事 前 講 習 会＞ 

日程  令和元年 ７月７日（日） 午後 1 時 30 分 ～ 4 時 00 分 

場所  文京区内施設で調整中（決定次第ご連絡いたします）  

内容  主旨説明、プログラム・携行品等説明、班会議、保護者会など 

    ※ 参加者の安心・安全のため、保護者の方もご出席ください。 

 

＜ 事 後 講 習 会 ＞  

日程  令和元年 ９月２３日（月・祝） 午後 1 時 30 分 ～ 4 時 00 分 

場所  調整中（決定次第ご連絡いたします） 

内容  記録スライドショー上映、班会議、保護者会など 

※ キャンプ中の活動の様子を報告しますので、保護者の方もご出席ください。 

 

☆参加ボランティア（予定） 

○ キャンプ長 山本幸三 (公社)日本キャンプ協会公認指導者 

○ 運営スタッフ 石原朝子、小谷香織、草壁奈央、残間康子、高瀬大地、高土陽一郎、 

松下功一、他 

 

☆キャンプリーダーズクラブ T3 について 

私達は、以下の３つのねらいを持って活動しています。 

１）少年キャンプへ情熱のある仲間達が、相互交流を通して自らと仲間を高めていく 

２）少年キャンプの研究、実践を通し、子ども達の成長を支援する 

３）少年キャンプの指導者の発掘、育成を行う 

Ｔ３設立の経緯。 

平成２２年度に３４年間の歴史に幕を下ろした前身団体が主催していたキャンプを、それ

まで関わってきたボランティアメンバーの有志達が発起人となり、平成 23 年 4 月に設立し

ました。前身団体からの活動を含めると、４２年目を迎え、次世代に野外活動の良さを伝え

るべく、日々研鑽を続けています。 

Ｔ３の名前の由来。 

キャンプで人や自然との関わりから多くのことを学んできたことを心に刻むため、 

～ つどう つながる ともにそだつ ～ の頭文字の 3 つのＴから命名しました。 

     ぜひ、私たちの HP をご覧ください。これまでに実施した活動の様子をご覧になれます。  

http://clct3.jimdo.com (PC)・http://j.mp/mqTJk0 (モバイル) 

 http://www.facebook.com/CLCT3 (Facebook ページ) 



 

 

☆参加を希望される皆さまへ 

1. このキャンプは、安全に配慮して計画、準備、運営に当たります。傷害保険も加入いたし

ますが、活動中には主催者の責任範囲をこえた病気やけがをする可能性もありますことを

ご理解ください。 

2. 参加申込書にご記入いただいた個人情報は、「キャンプ中の健康安全保持」のために利用  

します。法令等により公的機関から提出を求められた場合を除き、第三者に提供すること

はいたしません。また、キャンプ終了後、速やかに裁断処分いたします。 

3. キャンプ期間中は、連絡がとれるようにお願いいたします。病気やけがなどの場合、   

現地までお迎えに来ていただく場合もあります。 

4. 手続き完了後、ご都合によりキャンプ参加を取り消される場合は、旅行業法第 12 条に  

準じ、お預かりした金額に対して、下記の料率の取消料を頂きます。 

取消日 20 日～8 日前 7 日～2 日前 実習前日 実習当日 

取消料 20% 30% 40% 50% 

以上、あらかじめご理解ご了承のうえ、お申し込み下さいますよう、お願い申し上げます。 

これらにつきましては、事前講習会で詳しくお話しいたします。 

☆申込方法 

○ 申込期間  ５月２５日（土）午前 10 時 00 分から 

        ６月２２日（土）午後 10 時 00 分まで 

○ 申込方法  メール申込み。（下記の宛先にメールをお送りください。） 

        宛先 clct3.camp@gmail.com 

        件名 「T3 ジュニアキャンプ１６申込」 

        本文 「参加クラス・参加者氏名（ふりがな）・保護者氏名・学年・性別

            携帯メールアドレス・PC メールアドレス・郵便番号・住所」 

申込みは先着順です。申込期間中でも定員を超えた場合は、受付を終了することがあります。

メール送信後、申込受付完了メールをこちらから送信します。受付完了メールがお手元に届い

ていない場合、受付が完了していない可能性があります。申込み後、３日以上経っても、申込

受付完了メールが届かない場合は、お手数ではありますが、HP 上の問い合わせフォームで再

度ご連絡ください。 

clct3.camp@gmail.com のメールが受信できるよう、ドメイン解除等設定をお願いします。

また、ご質問等ございましたら、上記アドレスにご連絡ください。

キャンプリーダーズクラブ T３ 
 http://clct3.jimdo.com 
 clct3.camp@gmail.com 


