
主催者あいさつ
私たちが活動を行っている福井県は、化石の発掘量が日本一であり、日本最大級の恐竜の博物館も
あることから、恐竜王国とも呼ばれています。今回、「恐竜もキャンプもまんまるたいけん！」をテーマ
に皆様より要望の多かった「火」を使ったプログラムも盛り込み、内容を企画いたしました。今回の体験
活動がお子様の科学する心を育めることを願っております。

福井市自然体験交流推進協議会 恐竜たいけんキャンプ 企画担当者 濱田貴章

恐竜たいけんキャンプ
概要

たいけんキャンプ

子どもジオ自然体験活動２１ふくい

参加者募集リーフレット！！

GW！

（はまちゃん）

いつもの恐竜博物館の見学や化石発掘体験の
ほかにキャンプでどんなことができるか
次のページで恐竜たちがおしえてくれるよ！

・日程
GW１組：5月 1日（土）～ 3日（月・祝） ※２泊３日
GW２組：5月 ４日（火・祝）～５日（水・祝） ※１泊２日

・定員 各組３５名（※先着順）

・集合解散場所 JR大津駅 JR彦根駅

・参加費 GW1組：23,000円 GW2組：13,000円
バス代（往復） 大津駅：9,500円 彦根駅：9,000円
（※バスは旅行会社が手配、バス代は参加費とは別途徴収となります。）

化石発掘体験 恐竜博物館



グループワーク

テント組み立て

↑GW１組のみ

野外炊飯
火おこし

工作 自由時間

自然散策
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1日目 2日目 3日目

朝 福井へ出発！
起床、野外炊飯、朝食
午前の活動
（みんなのやりたいこと）

起床、朝食
移動
恐竜博物館 見学

昼

キャンプ場到着、昼食
グループワーク
テント組み立てなど
自由時間など

昼食
自由時間（工作など）
野外炊飯

昼食
化石発掘体験
ふりかえり
出発

夜
夕食
就寝（テント泊）

夕食
キャンプファイヤーなど

シャワー
就寝（テント泊）

解散

1日目 2日目

朝 福井へ出発！
起床、朝食
移動
恐竜博物館 見学

昼
キャンプ場に到着、昼食
グループワーク、自由時間
野外炊飯

昼食
化石発掘体験
ふりかえり
出発

夜
夕食
就寝（テント泊）

解散

GW１組 日程表

GW２組 日程表
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Q&Aページ

質問 回答

対象年令以外の子どもが参加する
ことはできますか？

プログラムの都合上、2020年度の小学1年生～6年生、中学1年生～3年生までを対象とし、体験活動
を実施します。そのため、参加対象以外の方のご参加はお断りしています。ただし、2021年度新1年
生に関しては、きょうだい（兄・姉と一緒）で申込みの場合のみ申込みを受け付けます。

寝る場所はどこですか？ 美山リズムの森にてテント泊を行います。

班分けはどのようになりますか？
男女混合の年齢縦割りで、事前に主催者側で決めます。スタッフやボランティアが1グループに1～2
名以上仲間に入ります。食事作りや食事・片付けなどグループごとに行い、新しい友達をたくさん作る
機会にします。

一緒に参加する友達、兄弟姉妹で
同じグループにしてほしいのです
が…

新しい仲間と関わる中で活動する経験をしてほしいという思いから、班分けにおいては意図的に分けて
グループを分けさせていただきます。お申込時に同じグループをご希望された場合でも分けさせていた
だきますので予めご了承ください。

テントのメンバーは？
テントのメンバーはキャンプ場に到着してから子どもたちと相談し、概ね4名程度のグループを男女別
で作っていきます。

まだ小学1年生で、お泊りした
こともないけど大丈夫ですか？

自分で「行きたい！」という気持ちを強く持っていれば大丈夫です。キャンプに対する期待と不安が入
り混じると思いますが、上記同様お子さまの気持ちを強く応援してあげてください。

1人で準備できるか心配です。
できることよりもやってみることを大切にしたいと考えています。
その子にあったサポートをしていきます。

夜尿が心配です。
夕食後から水分の摂取に配慮したり、就寝前のトイレを徹底いたします。ご相談により、普段ご家庭で
行っているおねしょへの対処法を個別にさせていただきます。また、夜間紙おむつを使用されているよ
うでしたら、別室で着替えるなどの対応をさせていただきます。

ホームシックが心配です。
泣いたり寂しくなることは仕方ないことかもしれませんが、事前にスタッフが研修を受けたり、身近な
お兄さん・お姉さんとして活動にサポーターがつくことで不安を取り除けるように運営していきたいと
思います。

入浴はするの？
GW2組のみ2日目にシャワーを行います。
GW１組については活動時間確保のためシャワーを行いません。あらかじめご了承ください。

キャンプ中の
安全面や衛生面は大丈夫？

手洗い、うがい、使用前の食器の消毒など主催者側の安全衛生ガイドラインにもとづいて対応いたしま
す。病気やケガをしないように安全管理と安全教育をしっかりと行いますが、「自分の身は自分で守
る」ことも忘れないようにご家庭でもお声掛けしていただけたらと思います。

食べ物のアレルギーがあります。
除去食などはできますか？

対象のものを除去するなど、可能な限り対応していきます。お申し込み後に詳しくお話を伺うことがあ
ります。その上でお受け出来ない場合もありますので予めご了承ください。
これまで牛乳・小麦粉・そば・たまご・えびなどのアレルギーをもった子が参加しましたが、期間中に
アレルギー反応を起こすことなく元気に活動していました。不安な方はお申込み前にお問い合わせくだ
さい。

活動の報告は？
運営責任者による終了報告を5月中旬ごろにご自宅まで郵送いたします。
また、ホームページにて活動の概要を報告し、参加者のみ見られるパスワード付きの写真閲覧ページを
作成する予定です。

化石発掘体験は
雨天でも行われますか？

「ドキドキ恐竜発掘ランド」では屋根がついていますので雨天でも決行されます。

発掘した化石は
持って帰れますか？

発掘体験開始前に職員さんよりお話がありますが、葉っぱや貝などの化石は持って帰れます。ただし動
物の一部の化石などが見つかった場合、研究に使用されるため県立恐竜博物館に寄与する可能性もござ
います。この際、発掘した人の名前など聴取される場合がありますので予めご了承ください。

その他、ご質問などある方はご遠慮なく当協議会までご相談ください。

質問 回答

友人、きょうだいで一緒の組に

参加したい場合の注意点は？

該当欄に記入があるかた全員ぶんの申込書が到着した時点での受付となります。

◆例：友人関係のAさん・Bさんで参加予定（該当欄記載あり）

Aさん：3月14日申込 Bさん：3月15日申込

→両者とも、3月15日付（Bさん到着時点）で受付 となります。

※友人同士で申込時の記載内容が異なる（人数が合わないなど）

＞＞＞事務局より確認のご連絡をおこなう場合があります。
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時期 項目 対応

事前

検温について
活動1週間前からのスタッフ・参加者の検温をお願いする。
また、参加前1週間の間に発熱・咳などの症状のある方の参加は見送ってもらう。

活動実施の最終決定時期について
コロナ感染による不測の事態に対し、活動実施2週間前ごろ（最終お知らせ発送時期）に活動実
施の最終判断を行います。
活動中止の判断をした場合は速やかに参加予定の皆さまにご連絡差し上げます。

活動中

マスクの着用について
外活動以外では基本的にマスクを着用いたします。
外での着用は責任者が都度判断いたします。

バスについて

・バスは座席数が一番多い49人乗りを手配します。
・乗車ごとに参加者の手を消毒する。
・車両は、乗務員が運行ごとに、手すりなどを出来るだけ消毒します。
・乗務員は、マスク着用で運行。

毎朝の点呼時に非接触型体温計で体温を測定し、体調チェックしています。
・車内エアコンは、「外気導入固定運転」で、換気を行います。

→メーカー（ＤＥＮＳＯ）調べでは、約5分で、車内の空気を全て入れ替えることが可能
となっています。

検温について 毎朝、検温を行います。

消毒について
これまで同様、遊んだ後や食事前の手洗い、食器などの消毒に努めます。
テーブルや団体備品の消毒も都度行います。

プログラムについて

各施設のコロナ対策にのっとり活動を行います。

・恐竜博物館の見学 →マスク着用で少人数グループでの見学となります。
※現在、恐竜博物館は完全予約制となっており、接触系の展示物は触れないようになっ

ています。

・化石発掘体験 →マスク着用での実施となります。

宿泊施設について
宿泊 →8名定員の宿泊室を4名程度で使用します。
食堂 →8名定員のテーブルを4名で互い違いに使用します。
その他プログラム →充分なスペースがある多目的ホールや体育館などを使用します。

事後 体調不良について 活動後1週間以内に体調不良が確認された場合は、団体まで連絡してもらう。

コロナ対策

※上記対策にて、2021年秋活動（計3組）を実施しました。
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21ふくい恐竜たいけんキャンプ・参加者募集要項

1. 名 称

2. 目 的

3. 参加資格

4. 主催・体制

5. 場所・連絡先

6. 期間・日程・参加費

7. 集合・解散場所、バス代

8. 安全確認

2021子どもジオ自然体験活動（21ふくい恐竜たいけんキャンプ in GW）

・自然体験や文化体験を通じて子ども達の生きる力を育む。
・恐竜博物館で恐竜の生きていた時代の様子に触れるとともに、地球の成り立ち、日本の成り立ちを学び、子

どもたちの科学する心を育てる。
・異年齢や他地区の子どもたちと共に生活することでコミュニケーション能力を養う。

小学1年生から小学６年生、中学1年生～3年生（2020年度）。ただし、自分で参加したいと思ったもの。
※2021年度の新1年生はきょうだいで（兄または姉が）一緒の参加の場合のみ申込みを受け付けます。

主催・プログラム企画：福井市自然体験交流推進協議会 協力旅行会社；（株）相互トラベル

後援：大津市教育委員会 3月1日現在

場所：活動場所→かつやま恐竜の森、福井県立恐竜博物館、奥越高原青少年自然の家
宿泊場所→福井県立奥越高原青少年自然の家（福井県大野市南六呂師169-8）

連絡先：福井市自然体験交流推進協議会 上味見事務所（福井市中手町７－３）
TEL：090-6815-8439（平日10時～18時） FAX：077６－９3－2112
※キャンプのお問い合わせは、全て主催者にお問い合わせ下さい。
※キャンプ開催日までの電話受付時間は10時～18時までとさせていただきます。
※キャンプ中の電話は原則としてお断りしています。

最終お知らせ送付時に運営責任者業務用携帯電話をお伝えいたします。

期間：下記、日程にて開催いたします。
参加費：食費・材料消耗品費・通信費・人件費・キャンプ運営に必要なその他諸経費が含まれます。
参加費には宿泊代金は含まれません。団体が負担いたします。

※最少催行人数 20名

組 名 期 間 日 数 定 員 参 加 費

GW1組 2021年 5月 1日（土）～ 3日（月・祝） 2泊3日 35名 23,000円

GW2組 2021年 5月 4日（火）～ 5日（水・祝） 1泊2日 35名 13,000円

集合・解散は以下となります。保護者様の方で、各集合解散地まで送迎いただきますようお願いいたしま
す。なお、バス代には関西⇔福井の往復と福井県内の移動分のバス代となります。

※バスは旅行会社が手配、バス代は参加費とは別途徴収になります。
※異なる集合解散場所をご希望の場合、金額の高いほうが適用となります。
※大津駅の解散は渋滞により大幅に遅れる場合がございます。（軽食の準備をする予定です）

集 合 解 散 地 集 合 解 散 場 所 集 合 時 間 解 散 時間 バス代（往復）

JR大津駅 三井住友銀行前 8：20 18：45ごろ 9,500円

JR彦根駅 東 口 9：40 17：00ごろ 9,000円

＊詳しい集合解散場所は活動2週間前に送付予定の「最終お知らせ」の際にお知らせします。

各活動フィールド、施設、移動手段等は、安全確認済みのものです。当協議会では活動中の事故などに備
えて、ＷＳＯ（世界安全機構）公認救命救急救護法の国際修了カードを取得した主催者スタッフを現地に配
置しております。また、万が一に備えて主催者側で下記の通り保険に加入します。有事の際は、主催者側の
有無にかかわらず、その保険によって保障あるいはお見舞いいたします。

※バス代は別途徴収となります。詳しくは「 7. 集合・解散場所、バス代 」をご参照ください。
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本キャンプにおいて主催者が加入する保険

旅行保険
死亡：1,000万円 入院：4,000円／日 通院：2,５00円／日

手術：40,000円（入院時）、21,000円（通院時） 身体賠償：2,000万円限度



9. プログラム

10. 指導者（スタッフ・ボランティア）について

11. 申込方法と参加承諾システム

12. キャンセルについて

13. 持ち物

14. 報告について

15. 個人情報保護について

16. 連絡先・お問い合わせ先

県立恐竜博物館見学、かつやま恐竜の森散策、化石発掘体験、クラフト（工作）、野外炊飯、テント泊、
その他子どもたちのやりたいこと など

本キャンプにかかわる主催者の役員・職員の多くが、日本最大の自然体験活動推進協議会(通称：CONE）の指
導者育成制度でトレーニングをつみ、インストラクター・リーダーなどの資格を有し、民間では世界最大規模
の国際救命救護法MFA(成人・小児など)も修得しています。また、ボランティア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。

パンフレット8ページの申込方法をよくご覧の上お申し込みください。

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下さい。
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。
※ここでの参加費にはご利用予定だったバス負担金も含まれます。
出発日の１４日前から８日前は参加費の4分の1、７日前から出発前日は参加費の2分の1、出発当日以降
のキャンセルは全額申し受けます。なお、返金事務手数料代として一律1,000円申し受けます。
また、キャンセルはＦＡＸ・Ｅ－Ｍａｉｌ・はがきのいずれかの方法で早めに主催者までご連絡下さい
（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下さい。

持ち物は下記を参照にしてください。詳しくは最終お知らせに同封する「持ち物一覧」をご覧ください。

□水筒 □長（半）そで・ズボン □名札 □健康保険証のコピー

□ナップザック □着替え(ｼｬﾂ、靴下等) □雨具 □健康調査用紙

□タオル・ティッシュ □帽子 □ビニール袋
※すべての持ち物に名前を

お書きください。
□はみがき・歯ブラシ □食器 □1日目のお弁当

□軍手 □寝袋（有料レンタル可能） □必要な人は常備薬

活動の報告については、以下の方法を考えております。詳細は最終お知らせをご覧ください。
① 福井市自然体験交流推進協議会facebookにて、活動の様子をご報告いたします。

② 集合写真、終了報告書（A4版）、お子様の書かれたふりかえりシート

③ 当協議会HPで活動の写真、コメントをアップ、パスワード付のページでの写真閲覧

●お問合せいただいた方（以下 お客様）より取得した氏名･住所･電話番号等の個人情報は当協議会方針に基
づき管理・保管しており、キャンプ以外の目的で第三者に提供、開示等一切いたしません。

●今後当協議会より各種案内・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。

●活動中に撮影した写真・感想などの記録は、報告書・ホームページ・facebook・今後の募集活動資料等
に使用させていただく場合がございます。

（福井市自然体験交流推進協議会/個人情報保護ポリシーより一部抜粋）

→ 原則としてお断りしています。最終お知らせ送付時に
運営責任者業務用携帯 電話 をお伝えいたします。

キャンプに関するお問合せ：福井市自然体験交流推進協議会 上味見事務所

お電話でのお問合せ

FAXでのお問合せ

E-mailでのお問合せ

キャンプ期間中のお問合せ

→ 090－6815－8439（月～金 10時～18時 土日・祝祭日はお休みです）

→ 0776－93－2112（24時間受信可）

→ mail@fukui-kyougi.com（24時間受信可）

12. 割引について

本活動では、「友達・きょうだい割引」を設定しています。

名 称 割 引 内 容 割 引 対 象 者

友達・きょうだい割引 500円／1人 兄弟姉妹、もしくはお友達と2名以上でお申込いただいた方。

※申込み日（3/13）は
ご連絡を承ります。
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①申込書記入 パンフレット（本紙）をよくご覧のうえ、所定の申込用紙にご記入ください。
＊申込用紙申込書は参加の際のお子様の重要な情報となりますので出来るだけ詳しくご記入

ください。
＊記入漏れ・入力漏れがありますと受付できない場合があります。
＊申込用紙はお一人様1枚となります。
＊当協議会HPで、ネットでのお申し込みもできます。

②申込み ご記入いただいた申込用紙を以下の方法で、お送りください。
＊お電話での申し込みは受付いたしません。
＊参加組の決定については先着順とさせていただきます。

（到着日時は主催者側ではお答えしかねます。）
＊申込み開始以前に到着したものは、申込み開始日のお昼12時到着分として受付いたします。
＊当協議会HPで、ネットでのお申し込みもできます

～郵送における注意事項～
＊申込書が到着した時点で受付となります。残り定員数を越える同着の郵便物は、抽選となり

ます。
＊申し込み開始日より前に到着した申込書は、受付開始日のお昼12時受付となります。
＊配達日指定や配達記録などの利用をお勧めします。詳しくは最寄りの郵便局にお尋ねくださ

い。

～ＦＡＸにおける注意事項～
＊申込書は両面記入のうえ、両面とも送信ください。
＊用紙が到着しているかご心配な方は、送信後30分以降に確認のお電話をいただけると確実で

す。

③参加承諾書
送付

お申込み後１週間以内に参加承諾書またはキャンセル待ち通知を郵送いたします。
＊承諾書をもって参加の内定とさせていただきます。
＊お申込みいただいた時点で第一希望が定員に達している場合、申込用紙に記載のとおりに

第一希望でキャンセル待ちか第二希望以降で参加を承諾いたします。

④最終お知らせ
送付

4月中旬ごろに最終の事務連絡通知を発送いたします。
＊活動1週間前になってもご書類が届かない場合は、協議会までご連絡下さい。なお、4月中

旬以降にお申込みいただいた方は、参加承諾書と共に最終お知らせをお送りいたします。

＜内容物＞参加の手引き、持ち物表、健康調査用紙、保護者アンケート、振込用紙など

最終お知らせに同封します振込用紙にて、到着後10日以内までに参加費をご入金くだ
さい。
＊領収書の発行をいたしませんので、必ず振込みの控えをお手元に保管してください。
＊また入金前であってもキャンセルの際は必ず書面にてご連絡ください。
＊参加費の入金をもって参加決定とさせていただきます。

⑤キャンプ参加

日時、集合解散場所をご確認のうえ、集合解散場所にお越しください。
＊バス出発時、定刻に遅れた場合は当日キャンセル扱いになりますので、ご注意ください。
＊伝染性疾患（インフルエンザ・ノロウィルスなど）の疑いがある方は参加をお控えください。

万一、参加後発症のあった場合には、お迎えをお願いいたします。

ふくい子どもジオ自然体験活動

申込み方法と参加までの流れ
募集開始は3月13日（土）
あさ10時スタート！！

〒910-2464 福井県福井市中手町7-3 上味見生涯教育施設
福井市自然体験交流推進協議会 「ふくい恐竜たいけんキャンプ」係

郵 送

ＦＡＸ FAX：０７７６－９３－２０１２

ＨＰ URL：http://fukui-kyoug.com/
（定員になり次第終了）
定員に達しない場合は

2次募集をする
場合があります。

募集〆切
4/23（金）

3月13日（土） 10：00～受付開始


