
※詳しくは中面をごらんください！

期間：2020年
3月26日～29日
計2組 開催！！

たいけんキャンプ

２０２１ 子どもジオ自然体験活動２１ふくい

～ボランティア大募集～

春！

プログラム・企画：福井市自然体験交流推進協議会
URL：http://fukui-kyougi.com
TEL：090-6815-8439

MAIL：leader@fukui-kyougi.com

～“むら”と“まち”、“ひと”と“自然”を結びます～

↑協議会HP
QRコード



どんなことするの！？ ～1日目～

集合・出発

恐竜の森
到着

散策

出発

自然の家到着

ボランティア集合時間 子どもたちといっしょに
バスで移動します。

休憩場所のトイレの誘導など
お願いします。

おもにすること
→昼食、グループ活動
キャンプ中はグループで活動しま
す。
基本的に、8人～9人の子どもたち
と、1～2人のボランティアで生活
グループを作ります。活動・生活
面での手助けをしつつ、時に思い
っきりあそび、一緒に考えたりしながら、仲間、友だちとして過ご
してください。

グループ活動では、自己紹介や班長さん、班の名前などを
みんなで決めます。

名古屋駅 7：30

岐阜駅 9：00

かつやま恐竜の森を散策！！

グループで恐竜の森の
公園を散策！

どんなことするのかは
おたのしみ！

ベッドメイキングも
自分たちで！

自然の家についたら
まずはオリエンテーション。
ベッドの準備も自分たちで

おこないます。
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どんなことするの！？ ～1日目～

クラフト

入浴

クラフト
続き

就寝

夕食
グループのみんなで食べるよ！

ごはんもグループのみんなで食べます。
サポーターのみなさんには
食後のお薬のチャックなどを

お願いしています。

化石のレプリカを作ります！！
工作用の石膏を使って、化石のレプリカにチャレンジ！！

どんな化石を作るのかは当日のお楽しみ！

お手伝いなどお願いします。

楽しく入ろう！！

入浴も子どもたちと行います。
はしゃぎすぎて子どもたちが
ケガをしないように
見てあげてください。

就寝前のお楽しみ！

いつも就寝前にサポーターさんに
恐竜に関する紙芝居や絵本を
読んでもらっています。

読み聞かせに自信のあるかたなど
大募集！！
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どんなことするの！？ ～2日目～

起床・準備

朝食

出発

恐竜の森
到着

博物館見学

朝の準備…

起床後、はみがきや着替えなどを
おこないます。部屋の掃除や
シーツの片付けもするので
各部屋ごとにいっしょに
きれいにします。

集合写真をとるよ！！

グループで恐竜博物館を
見学します。

子どもたちが迷子に
ならないように
お願いします。
恐竜博物館内には

恐竜の模型や化石の他
クリーニング室や

ミニ映画館などがあります。

恐竜博物館を見学！！
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昼食

化石発掘
体験

ふりかえり

出発

解散

どんなお弁当が
出るかな？

２日目の昼食は恐竜の森にある
お弁当屋さんのお弁当か

博物館内のお弁当が出ます。

いよいよ化石発掘体験！！
いよいよ子どもたちが待ちに待った化石発掘体験。
サポーターさんもいっしょにできます。

※軍手が
必要です。

楽しかったことは
何かな？

キャンプの最後のふりかえり。
楽しかったことや
がんばったことなど
みんなで共有します。
楽しい思い出とともに

さぁ出発！！

ボランティア解散時間

岐阜駅
18：15
ごろ

名古屋駅
20：00
ごろ

子どもたちといっしょに
バスで移動します。

休憩場所のトイレの誘導など
お願いします。
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「恐竜たいけんキャンプ」について

活動場所について
かつやま恐竜の森

恐竜博物館などがある大規模な公園です。
遊べる遊具のほか、化石発掘体験ができる
「ドキドキ恐竜発掘ランド」などがあります。

奥越高原青少年自然の家

日程

春1組：2021年 3月 25日（木）～ 26日（日）

春2組：2021年 3月 27日（土）～ 28日（日）

春３組：2021年3月 30日（火）～ 31日（水）

ボランティア定員 各組8名程度

集合解散場所

JR名古屋駅、JR岐阜駅、JR福井駅
→名古屋駅・岐阜駅からは子どもたちといっしょにバス会社が手配した
バスで福井まで向かいます。

→福井駅で集合解散のかたは、協議会スタッフが送迎いたします。

その他
初めてボランティアに参加されるかたは説明会への参加が必須となりま
す。（詳しくは要項をご覧ください。）

参加者（子どもたち）向け目的
・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。

【概要】

大野市にある県立の自然の家です。
今回のキャンプでは施設泊を行います。
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サポーターの声

普段、子どもと関わることが
少ないので今回子どもと深く
交流して子どもの行動や考え方の
実際を知ることができた。

（男性 当時大学生）

キャンプのサポーターをするに
あたって、思っていた以上に子
どもをまとめる難しさを感じま
したが、色々と学べて良かった
です。

（女性 当時大学生）

子どもたちにはたくさんの可能
性があり、それを引き出せるか
どうかは大人次第ということを
学びました。

（男性 当時社会人）

時間が経つにつれ、子ども
たちとの距離も少しずつう
まり、グループ以外の子ど
もたちとも仲良くなったよ
うに感じます。
自分の将来へとつながる素
敵な経験ができたと思いま
す。

Q&A

Q.どんなことするの？
A.2日ともかつやま恐竜の森で恐竜に関する活動を行っていきます。
→化石発掘体験、恐竜博物館見学など
キャンプ中は子どもたちをグループに分けるのでグループごとに1～2人
サポーターさんを配置します。子どもたちの生活や活動の補助などお願いします。

Q.参加費用はかかるの？
A.費用は基本的には発生しませんが、初めての方向けボランティア説明会や
キャンプ当日の自宅から集合解散場所までの移動費は実費負担になります。
名古屋・岐阜方面から福井までは子どもたちとともにバスで移動します。

Q.申し込み方法は ？
A.・初めて申し込みする人（高校生以上29歳以下のみ）

→申込用紙を記入後、写真を貼り付け郵送またはHPの「初めて参加する方専用
フォーム」からお申込みいただけます。（顔写真のデータが必要です）

・すでに協議会やNPO法人自然体験共学センターの活動に参加経験のある人
→申込用紙を記入後、郵送またはFAX（顔写真不要）
HPの「既に参加経験のある方専用フォーム」からお申込みいただけます。

その他ご質問などある方は090-6815-8439またはleader@fukui-kyougi.comまで！
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ふくい恐竜たいけんキャンプ・ボランティア募集要項

1. 応募条件

高校生以上の心身共に健康な男女で、原則期間中ボランティアとして活動できる方。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。
※ただし、当協議会のボランティアに初めて申し込みする場合は２９歳以下の方のみを対象とします。

2. 募集定員

各組8名程度 ※申込先着順

3.開催場所

かつやま恐竜の森、県立恐竜博物館、奥越高原青少年自然の家など

4. 期間

1組：3月25日（木）～26日（金） 2組：3月27日（土）～28日（日） 3組：3月30日（火）～31日（水）

5 活動内容

子どもたちの生活・活動のサポート、現場スタッフのお手伝いなど

6. 活動概要

＜名 称＞ ボランティアスタッフ（サポーター）
＜参加費＞ 無料（ただしボランティア説明会、キャンプ当日の自宅から集合解散場所までの旅費は自己負担）
＜諸経費＞ 一定の金額をお支払します。（一組参加で1,000円）
＜交 通＞ JR名古屋駅、JR岐阜駅から出る貸切バスをご利用いただくか、現地（福井）集合になります。

※集合解散時間については下記の表を参考にしてください。

集合解散場所 集合時間 解散時間 集合解散場所 集合時間 解散時間

JR名古屋駅 7：30 20：00ごろ JR福井駅 11：30 16：30ごろ

JR岐阜駅 9：00 18：15ごろ 現地（勝山） 12：20 15：30ごろ

＜その他＞
・住居：子どもたちと共に寝泊まりします（奥越高原青少年自然の家にて施設泊）
・食事：子どもたちと一緒に食事します。（食堂利用やお弁当など）
・保険：協議会が一定のボランティア傷害保険に加入し、活動中に生じた事故を保証します。

7. 申込方法

～初めて当協議会の活動に参加される方～
所定の申込用紙（ホームページよりダウンロード可）に必要事項を記入後、協議会まで郵便でお送りくだ

さい。必ず写真（プリクラ・スナップ写真不可）を添付していただくようお願いします。また協議会HPから
初めての方専用の申込みフォームを使ってお申込もできます。（写真データ必須）
～当協議会の活動に参加経験のある方～
所定の申込用紙に必要事項をご記入後、郵便またはFAXで送っていただくようお願いします。（写真不

要）また、当協議会HPから既に参加経験のある方専用の申込みフォームを使ってお申し込みもできます。

申込期限：2020年 3月 10日（水） ※定員に達しない場合引き続き2次募集を行います。

■お問い合わせ・申込み 連絡先■
福井市自然体験交流推進協議会 担当：濱田（はまだ）

〒910-2464 福井県福井市中手町7-3 TEL：090-6815-8439 FAX：0776-93-2012
ホームページURL http://fukui-kyougi.com/ E-MAIL  leader@fukui-kyougi.com

Facebook  https://www.facebook.com/fukuikyougi

8. 初めてボランティアに参加される方へ…

初めてボランティアに参加される方にボランティア説明会を設定しています。
対象者の方はお申込後、個別に連絡いたします。
日程：2021年3月20日（土）14：00～16：00ごろ 場所：名古屋市青少年宿泊センター（予定）

3月21日（日）13：30～15：30ごろ 場所：福井市内（予定）
内容：福井市自然体験交流推進協議会について、恐竜キャンプについて、活動中に守ってほしいことなど

http://fukui-kyougi.com/
mailto:leader@fukui-kyougi.com
https://www.facebook.com/fukuikyougi

