
ふくいさとやま農村学校

福井市上味見・芦見地区を舞台に、自然・文化・伝統に触れ合いながら四季を生かした自然体験活動を展開します。年間を
通して活動に参加し、様々な角度から自然と関わっていくことで、より多くの発見・学び・成長が得られる活動を目指していきます。
それにより福井の自然・環境・人・文化が大好きな子どもたちを育てることにつながればと考えています。

遊びは自分たちで作り出す1

自分たちがやりたいことを、自分たちで考えて選ぶ。だから、ここでできることは、
子どもたちのやりたい分でてきます。子どもたちの自主性を伸ばし、想像力を高めていけるような
活動を展開します。

日々変化するフィールドで感覚を磨こう2

季節によって自然が見せてくれるもの、出会える生き物、そこでできる活動は変わります。
森や川、里に沢、田んぼや畑で自然を様々な感覚を使って体いっぱい感じていきます。

一緒に冒険した仲間は大事な友だち3

活動を通してかけがえのない仲間を作っていくこと、それがこの活動の目的の１つです。
異年齢の子どもたちが交流し、互いに刺激しあい成長していく活動を目指します。

元気の源「おいしい！」を味わう4

どの活動でも季節を感じられる食を取り入れ、旬の味覚を堪能します。
おやつを作ったり、畑の活動では採れた野菜などでお昼ごはんを作っていただきます。

たのしかった！をふりかえろう5

遊んだだけでは終わらない。ふりかえることでその活動のさらなる意味や効果を深める
ことができます。１人ひとりに『活動ファイル』を渡し、「ふりかえりシート」や
「活動の写真」などをとじ、見返すことで新たな発見ができる機会を作ります。



日程紹介

活動場所紹介

畑、川、森などを中心に活動を予定しております。
1回から参加できます。

福井市の上味見地区で活動を行います。
※夏のお泊りのみ「美山リズムの森」で活動を行います。

親子や友達でチャレンジ！コース

組名と主な内容 日程 参加費

焚き火で飯ごうご飯炊き

カレーライスづくり
4/18 4,000円／G

たき火で棒まきパン焼き

シチューづくり
4/25 4,000円／G

もしときサバイバルキャンプA

サバイバル体験（1泊）
5/29-30 5,000円／G

こしょうずの湧水

源流ハイキング
6/13 6,000円／G

もしときサバイバルキャンプB

サバイバル体験（1泊）
10/23-24 5,000円／G

もしときサバイバルキャンプC

サバイバル体験（日帰り）
11/14 2,500円／G

むかし遊び 11/21 4,000円／G

保存食づくり 12/12 6,000円／G

雪アート 2/6 5,000円／G

思い出ふりかえりかい会 3/6 1,500円／人

子どもチャレンジ！コース

組名と主な内容 日程

田植え体験 5/16

馬のお世話体験 ※ 5/23

ホタル観察 6/19

じゃがいも掘り 7/4

川遊び 7/18

夏のお泊り 7/31-8/1

馬のお世話体験 ※ 9/12

さつまいも掘り 10/3

秋のお泊り 10/16-17

馬のお世話（泊まり） 11/13-14

雪遊び 1/23

冬のお泊り 2/12-13

【参加費】

日帰り：3,000円

泊まり：7,000円



各組紹介 「子どもチャレンジ！コース」

【森】の日

季節によって様々な恵みと遊びをもたらして
くれる森にでかけ、様々な活動を行います。

子どもたちの自由な想像力と発想力、主体性を
大切に、やりたいことをとことんやれる活動を
目指します！

【畑】の日

学校から歩いて5分のところにある田んぼで
1年間、野菜やお米を育てながら、土や水、生き物
に直にふれあっていきます。田畑に関わる「遊び
や食、ものづくり」を体験したり「火」を使った
料理にも挑戦します。

【川】の日

『水と生き物』をテーマに、上味見の川や
沢にでかけます。川では魚やアメンボ、カエル、
ヤゴ、沢ではカニ、湧水広場ではハコネサンショ
ウウオに出会うことができます。遊ぶだけじゃな
く、たくさんの生き物に出会えるのも、川と沢の
大きな魅力です。

【泊】の日

1日じゃできないことを2日かけてじっくり
体験していきます。

8月は夏の森でのキャンプ
10月は秋の森でのキャンプ

2月は雪遊び
をテーマに1泊2日の活動を展開します。

※活動時間確保のため、入浴は基本行いません。

～できること～
森たんけん、木登り、ブランコ、生き物探し
ひみつ基地づくり、遊び場づくり、ハイキング

ネイチャークラフト、おやつづくりなど

～できること～
野菜栽培、野菜の収穫、稲刈り

土遊び、生き物探し、とれたて野菜でごはん作り
焚き火など

～できること～
水遊び、川流れ、沢たんけん

水生生物さがし、ダムづくり、生き物観察
ストーンペイント、ホタル観察など

～できること～
森あそび、川遊び、生活場所づくり、

工作、野外料理、テント泊、ハイキングなど



活動風景写真【子どもチャレンジ！コース】



各組紹介 「おやこや友達とチャレンジ！コース！」

【はじめてクッキング】

火おこしでたき火をおこしながら
カレー作りやパン作りにチャレンジ！
自分たちで焼きたい食べ物をもってきて
ミニバーベキュー体験も！

【源流ハイキング】

ふくいのおいしい水にも認定された湧き水を
求めてハイキング！

湧き水の近くには滝もあって水遊びもできるよ！
自然の中でいやしを感じにこよう！

【むかしあそび】

こまやたこあげ、けんだまなど
自分たちで道具も作りながら、
むかしあそびチャレンジ
つくったものはおみやげに持って帰ろう！

【保存食づくり】

普段の食事にちょっとひと手間かけて
保存食づくりにチャレンジ！
つくってみたいものがあったら相談してね！
（内容によってはプログラムに反映させていた
だく場合があります。）

日程
A 4/18（日）B 4/25（日）
10：30集合 14：30解散予定

日程 6/13（日）
10：30集合 14：30解散予定

※雨天中止
※途中まで車移動あり

日程：11/21（日）
10：30集合 14：30解散予定

日程：12/12（日）
10：30集合 14：30解散予定



【雪アート】の日

雪だるまやかまくらなど、思い思いの作品づくり
にチャレンジ！
冬のあそびをからだいっぱいに感じながら
楽しもう！

【思い出会】

1年の活動のしめくくり！
わいわいたき火でおやつやごはんをつくったり
スライドショーで1年の活動をふりかえります
思い出会限定の贈りものもあるかも？

【もしときサバイバルキャンプ】1泊

「避難生活」をテーマに、特別価格にて
“もしもの時に役に立つ”ことを体験！

サバイバル術を学びながら
くらしに役立つヒントをさがします。
テント泊や非常食での食事体験など
※原則入浴なしの予定

【もしときサバイバルキャンプ】日帰り

特別価格にて
“もしもの時に役に立つ”ことを学べる1日！

くらしに役立つヒントを学びながら
生き抜くために欠かせない技術や心構え
を考える時間を過ごします。

日程：2/6（日）
11：00集合 14：30 解散予定

日程 3月6日（日）
10：30集合 14：30解散予定

日程：
A：5/29-30 B：10/23-24

13：00集合 14：30解散予定

日程：11/14（日）
10：30集合 15：00開催予定

各組紹介 「おやこや友達とチャレンジ！コース！」



活動風景写真【親子や友達とチャレンジ！コース】



新型コロナウィルス感染症等
予防等対策について

□スタッフについて

・活動１週間前から、
「検温」「行動歴の記録」を行い、体調が万全でありかつ事前の予防に

日頃から努めている人員を配置します。
・リスクマネジメントディレクター*を活動中に1名配置します。

□名簿の記入
活動に参加された方全員の氏名、連絡先などを提出していただきます。
→必要に応じ、保健所等の公的機関への情報開示を行う場合があります。

□集合時検温
活動集合時に検温確認行います。37.5℃以上もしくは平熱比＋1度以上の
発熱が認められる場合はご帰宅をお願い致します。

□プログラム参加基準
※集合時に確認、チェックを
行います。
※事前に健康チェックシート
を送付、活動受付時に提出い
ただきます。

・参加者の市区町村が新型コロナウィルスの流行地域でないこと。
※流行地域…新規感染者数が増加傾向または感染源の特定できない患者

の報告が増加している地域と区分します
・開催１週間以内に、検温を実施し、いずれも37.5℃以上もしくは
平熱比+1度以上を超えていない。
・参加者自身やご家族、接触者に過去７日間に渡り、せき、のどの痛み、
倦怠感などの体調不良がない。
・家族や接触者に、過去１４日以内に新型コロナウィルス陽性者がいない。
・マスクを持参する。（飛沫予防）
・お子様のみでの参加時は、保護者の同意確認を行います。

□マスクの使用について
・屋内→原則着用とします。
・屋外活動、運動時など→マスク着用を必須としません。

□消毒用品について

・「アルコール消毒液」「除菌シート」「除菌スプレー」を主催者で準備
します
※各参加者様での持参も可とします。
・手洗い後などの物品として、ペーパータオルを用意します。

*リスクマネジメントディレクターとは
NPO法人自然体験活動推進協議会（通称CONE）の認定する「活動現場における安全管理責任者」です

■ プログラム参加の皆様へ

※ その他、国・県などによる緊急事態宣言等の発令により
活動の自粛や延期、中止を行う場合もあります。

＜活動に参加されるみなさまへ＞
新型コロナウィルスの感染リスクはあらゆる場所に潜んでいます。
活動前から生活をコントロールし、不特定多数が集まり、換気の悪い場所へ足を運ばない
大人数での食事会、カラオケなどに参加しない（クラスター報告が多数されている環境を避ける）
など、活動当日だけでなく、その前から準備として意識をもっていただきますようお願い申し上げます。



子どもたちのふりかえりシートより



2021ふくいさとやま農村学校・参加者募集要項

1. 目 的

2. 参加対象

3. 主催・体制

4. 場所・連絡先

5. 期間・日程・参加費

6. 集合・解散場所

・福井市の自然豊かな里山（美山地区）で四季折々を体験で感じ、自然の魅力を知り、思いっきり遊ぶことの
できる子どもたちを育む。

・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。
・家族や仲間との交流体験の場を通じて、親睦を深めながら、共に学ぶ機会の価値を届ける

年中～中学3年生（2021年度）。ただし、自分で参加したいと思ったもの。
日帰りの活動には対象者の家族もいっしょにご参加いただけます。（未就学児の安全管理はご家族で！）

主催・プログラム企画：福井市自然体験交流推進協議会・NPO法人自然体験共学センター（福井市中手町7-3）
後援：福井県教育委員会、福井市教育委員会 助成：一財）三谷市民文化振興財団

場所：活動場所→上味見生涯教育施設とその周辺、美山リズムの森とその周辺
連絡先：NPO法人自然体験共学センター 上味見事務所（福井市中手町７－３）
TEL：0776-93-2013（平日10時～18時） FAX：077６－９3－2012
※活動のお問い合わせは、全て主催者にお問い合わせ下さい。
※活動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。
※活動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。

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。

集合解散地 集合解散場所 集合時間 解散時間

現地
上味見生涯教育施設

（夏のお泊り：美山リズムの森）
10：30

１5：45ごろ

※活動により異なる場合あり

ホタルの観察 のみ 14：00 20：30ごろ

親子や友達とチャレンジ！コース

プログラム企画：自然体験共学センター

組名と主な内容 日程 参加費

焚き火で飯ごうご飯炊き

カレーライスづくり
4/18 4,000円／G

たき火で棒まきパン焼き

シチューづくり
4/25 4,000円／G

もしときサバイバルキャンプA

サバイバル体験（1泊）
5/29-30 5,000円／G

こしょうずの湧水

源流ハイキング
6/13 6,000円／G

もしときサバイバルキャンプB

サバイバル体験（1泊）
10/23-24 5,000円／G

もしときサバイバルキャンプC

サバイバル体験（日帰り）
11/14 2,500円／G

むかし遊び 11/21 4,000円／G

保存食づくり 12/12 6,000円／G

雪アート 2/6 5,000円／G

思い出ふりかえり会 3/6 1,500円／人

子どもチャレンジ！コース

プログラム企画：福井市自然体験交流推進協議会

組名と主な内容 日程

田植え体験 5/16

馬のお世話体験 ※ 5/23

ホタル観察 6/19

じゃがいも掘り 7/4

川遊び 7/18

夏のお泊り 7/31-8/1

馬のお世話体験 ※ 9/12

さつまいも掘り 10/3

秋のお泊り 10/16-17

馬のお世話（泊まり） 11/13-14

雪遊び 1/23

冬のお泊り 2/12-13

【参加費】

日帰り：3,000円 泊まり：7,000円

参加費：食費・材料消耗品費・通信費・人件費・活動運営に必要なその他諸経費が含まれます。 ※G：グループ

※参加費グループ3名での参加料金。
4名以上で参加の場合は追加1人につき1,500円程度追加あり
（材料費・保険料等として）

※5/23 9/12は同内容です。
※保護者、対象外のきょうだいの参加費は

無料ですが安全管理は保護者でお願いします。



8. 指導者（スタッフ・ボランティア）について

10. キャンセルについて

11. 持ち物

12. 個人情報保護について

13. 連絡先・お問い合わせ先

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。

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、活動日を基準としてキャンセル料金を申し受けます。（下記を参照）
なお返金の場合、返金事務手数料代として一律1,000円申し受けます。（別日程へ振替可能）
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。詳しくは各活動前にお知らせする「持ち物一覧」をご覧ください。

□水筒 □長そで・ズボン □名札 □健康保険証のコピー

□小さいリュック □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 □靴下 □お昼のお弁当

□軍手 □うわばき □必要な人は常備薬

●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、活動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。

活動に関するお問合せ：福井市自然体験交流推進協議会、NPO法人自然体験共学センター

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

→ 0776－93－2013（月～金1 0時～18時 土日・祝祭日除く）

→ 0776－93－2012（24時間受信可）

→ mail@fukui-kyougi.com（24時間受信可）

9. 割引について【子どもチャレンジ！コース対象】

「子どもチャレンジ！コース」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

きょうだい割引 500円／1人 兄弟姉妹2名以上でお申込いただいた方。

＊申込用紙の「一緒に参加するお友達欄」でお互いのお名前が確認できてからの受付となります。予めご了承ください。

14日前から8日前：参加費の25％ 7日前から前日：参加費の50％ 当日：全額

7. 安全確認

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。

本活動において主催者が加入する保険

東京海上日動火災保険株式会社

死亡：2,000万円 入院：3,000円／日 通院：1,500円／日

手術：30,000円または15,000円 身体賠償：3,000万円限度



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。）
＊申込開始日前に到着したものは、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。
＊受付が完了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10日以内に参加承諾書またはキャンセル待ち通知を案内いたします。
＊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参加希望組が定員に達している場合、キャンセル待ちで案内をい
たします。

④参加費入金

参加承諾書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最終お知らせ
送付

活動2週間前ごろに最終の事務連絡通知を発送いたします。
＊活動1週間になってもご書類が届かない場合は、団体までご連絡下さい。
＜内容物＞持ち物表、健康調査用紙など

⑥活動参加

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。
＊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。

2021ふくいさとやま農村学校
申込み方法と参加までの流れ

申込み受付中！！

〒910-2464 福井県福井市中手町7-3 上味見生涯教育施設
NPO法人自然体験共学センター「ふくいさとやま農村学校」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
各活動の
10日前

申込み受付中！！


