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「がんばった顔が誇らしい、ビワイチ」

　この度はクラブアトラクションのガチビワイチに参加してくだりありがとうござい

ます。ビワイチは2015年の秋からスタートして、15回目のビワイチです。こどもたちの中

には初めて挑戦するこどもたちもいれば、何回も参加してくれているお子さんもいます。ビ

ワイチは走行中いろんなドラマがあり、何度こいでも、毎回違うコンディションや仲間、

様々な景色の見え方があります。今回のビワイチは初めてビワイチを実施したときと同じ

ルードて実施します。あの当時も、今もこどもたちと走っていたら、見えなかったものを

発見し、終わったときの言葉にできない爽快感・達成感を大人の私も得られました。そこ

に、仲間と掛け声をして、励まし合って、休憩の時のたわいもない会話が混ざると、素晴

らしい体験になると確信しています。泣きながらこいでいる子どもたちもいますが、リー

ダーや仲間の励ましで、最後までがんばれる感動はきっと保護者の方にも伝わると思いま

す。全員でゴールができるように精一杯サポートします。　　　　　　　　@うーたんより
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■日時              2022年   8月 14日(日)  ～   16日(火) 

■宿泊場所　　1泊目・滋賀県立びわここどもの国(〒520-1232 滋賀県高島市安曇川町北船木２９８１) 

                      　　2泊目・長浜ドーム宿泊研修館・グリーンパーク山東に分散宿泊

■参加費          【会員のみの参加】小学生と中学生で値段が違います

■対象　　　　小学1年生  ～  中学3年生まで

■定員　　　　31名確定 / リーダー 30名程度

■全体集合    　【変更が発生!】工事などの影響で、変更が発生しています! 
                          今回は唐橋公園(瀬田/フレンドタウン瀬田川の前) 
　　　　　　　 一時的なお見送りなどの駐車は、コーナン大津瀬田川店の駐車場へ

□自転車に乗ったことありますか? 
保護者さまが乗れると思っていても、実は当日乗れないことや、乗れていないことがあります。実際にこいでみて大
丈夫なのかは、保護者の皆様も目視で確認してください。 

□乗り慣れた自転車ですか? ライトはつきますか? 
今回のために新しい自転車を購入される方もおられますが、必ず試乗してください。ライトも確認してください。反
射板なども割れていませんか? こどもたちが足が届き、乗り慣れているに越したことありません。 

□必ず身を守るものは準備していますか? 
ひざやひじ、頭を守るものも含めて、貸し出しはありません。必要であれば必ずご自身で購入してください。そし
て、それはサイズが合っているのかも確認してください。必ず使い慣れていてください。 

□ご家族でどこまで頑張るか決めていますか? 
きっと走行中はリタイアという言葉が浮かぶと思います。ですが、リタイアにならないようにはどうすればいいの
か? そして、いつも風もなく天気がいいわけではないので、必ず家族で会議を開き、お子さんとどこまで頑張るか決
めましょう! 

□過酷です…もう一度大丈夫ですか? 
ご家族の皆さまでも、なかなか経験しないような過酷があります。大丈夫ですか? ずっと漕ぎ続けます。風がきつく
てもこぎます。しっかりこどもたちに、本当にしんどいものであり、何回やっていてもしんどいものであることを再
認識して、頑張るんだ!という気持ちを高める手助けをご家族の皆さまもよろしくお願いします。2回やったから、3回
やったから、10回やったから、大丈夫ということは一切ありません。

出発前! 自転車メンテナンスを!

概要について
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サイクリングに出る前に、必ず自転車を点検してください。点検のポイントはまず次の3点です。おかしい場合は、
自転車店で見てもらいましょう。 

1.タイヤの空気圧は十分ですか? 
指で押してもほとんど凹まないくらいが適正です。空気圧が適正だと走行抵抗が少ないのですが、減ってくるとペダ
ルが重くなり、疲れやすくなるだけでなくパンクもしやすくなります。自転車店で空気圧計を借りて計ってみると良
いでしょう。ビワイチ中のパンクがあった場合は、パンク代や修理代は参加者様に後ほど請求させていただきます! 

2.チェーンに油は十分差されているか？ 
チェーンが油で若干濡れているくらいがちょうどいい具合です。 

3.ブレーキはちゃんと効くか？ 
前後ともちゃんと効くか、逆にレバーを握っていないときでもブレーキが車輪に当たることがないかチェックしてく
ださい。左ブレーキと右ブレーキの掛け方を間違えると前輪が緊急停止し、前転してしまう場合があるので、注意を
促してください。 

他に各部のネジがゆるんでいないかもチェックしておいてください。 
こどもたちが気持ちよく走行するために、事前に自転車を必ずメンテナンスしてもらってください。目視になると、
実際走行していてホイルが曲がっていたりすると1.2倍疲れが早くきたり、ブレーキがおかしいと事故の原因になりま
す。また、自転車の車輪を支えるスポーク1本1本のスポークが4本とか5本折れていませんか? もし折れていたら自転
車屋さんでのメンテナンスも必要でしょう!

リタイアとギブアップ

・リタイアになると緊急車両で一緒に移動します。 
・ギブアップになると迎えにきてもらいます。 
・また少しでもこちらが見ていて走行するのに疑義、危険を感じる場合はこちらから走行禁止を伝える可能性もありま
すので、注意してください。リタイアとギブアップをこどもたちに伝えておいてください。 

一応、こどもたち2人につき1人はリーダーが付いているので、何かあったらリーダーにいうことも伝えてください。

前日までのコンディション

・前日までに何度か自転車に乗る練習をしてください。 
・体調を整えて、しっかり睡眠をとってください。

今回! 事前のミーティングを行います!

・Zoomを使って、今回は事前のミーティングを行います。強制ではありませんが、極力参加してくださ
い。こどもたちにその際に、今回のビワイチの目標と、意気込みを語っていただくのと、班のこどもた
ち同士の自己紹介を行います。ご参加にご協力いただければと思います。Zoom IDやパスワードは当日
にLINEにて送付いたします。 

実施予定日 : 8月13日 19:00より実施予定です。
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要確認! 命に関わること!
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自転車での移動なので、十分に気をつけて、こどもたちのコン
ディションを見て、調整することがあります。遅れが最大2時間
程度あります。保護者の方には臨機応変、余裕を持って時間を
作っていただければと思います。例年、誤差は少しずつ縮んでい
ますが、やはりゴールはゴールで感動に浸らせてあげたいという
のもあります。今回は参加者が初めてが多いのもあります。ご協
力とご理解願います。

ゴールの注意

9:;<
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8:00 各駅から電車で移動中 → 8:30 唐橋公園に全員到着  
→ 9:15 準備体操/自転車点検/トイレ確認/班発表・出発(10:00までには全班出発完了予定)  
【ルート】 
唐橋公園→石山平和堂前→近江大橋橋詰→大津港→大津京→比叡山坂本駅前→琵琶湖大橋米プラザ【昼食/1時間程度】 
→小野駅前→和邇駅前→蓬莱駅前→志賀駅前→近江舞子駅前→白髭神社→びわ湖こどもの国 
17:30 1日目ゴール予定 → 夕食 → 入浴 → 班ごとにプログラム → 明日の準備と振り返り → 21:30 就寝

9:;2

6:30 起床 → 7:00 朝食 → 7:30 出発準備・準備体操 → 8:30 出発(9:00までには全班出発完了予定)  
【ルート】※昼食は永原駅、あぢかまの里のどちらかの予定(班ごとにペースみて判断) 
びわ湖こどもの国 → 今津港 → サニービーチ高木浜 → 海津大崎(セブンイレブン周辺) → 永原駅 → あぢかまの里 
→ 賤ヶ岳トンネル(最難所) → 湖北水鳥ステーション → 産直びわ → 奥びわの森 → 長浜城 → 長浜ドーム前 
17:30 2日目ゴール予定 → 夕食 → 入浴 → 班ごとにプログラム → 明日の準備と振り返り → 21:30 就寝

9:;=

6:30 起床 → 7:00 朝食 → 7:30 出発準備・準備体操 → 8:30 出発(9:00までには全班出発完了予定)  
【ルート】※彦根の湖岸緑地南三ツ谷公園で昼食予定 
長浜ドーム前 → 近江母の郷 → 彦根港 → ファミリーマート滋賀県立大前 → 湖岸緑地南三ツ谷公園  
→ 新開浜セブンイレブン → ファミリーマート近江八幡白王町店 → (ルート選択・休暇村 or 直進ルート) → 休暇村
組は長命寺港/直進ルート組は近江八幡運動公園で休憩 → ローソン琵琶湖大橋橋詰店 → 道の駅からすま → 矢橋帰
帆島 → 唐橋公園 (ゴール予定は17:00です)

ゴールの話

みなさんゴールの瞬間をおさめたいとおっしゃいます。でも、長時間待つのも…見逃すのも…とおっしゃいます。 
しかし、子どもたち頑張っていますが、ペースは読めるものではありません。速くなったり遅くなったりです。 
何卒、ご理解願います。近江大橋橋詰地点や琵琶湖大橋地点で確認して、ご準備ください!

前日の自転車回収について

自転車回収をご希望の方は、前日に自転車を回収させ
ていただきます。ただ、たくさんの自転車回収がありま
すので可能でしたら、自転車を家の前に置いといてい
ただければ幸いです。私どもの方で回収させていただ
きます。時間指定はできません。ご注意ください。



 

駅名
リーダー 
集合時間

こども 
集合時間

電車 
出発時間(8/14)

電車 
到着時間(8/16)

彦根 7:20 7:25 7:34 17:45
能登川 7:30 7:35 7:44 17:32
近江八幡 7:35 7:40 7:50 17:24
野洲 7:30 7:35 7:46 17:15
守山

7:35 7:40
7:50 17:11

手原 7:48 17:24
草津

7:45 7:50
7:57 17:07

南草津 8:01 17:04
瀬田

現地に直接お越しください!石山
膳所

京阪大津京 7:30 7:35 7:44 17:26
松ノ馬場 7:20 7:25 7:36 17:35
堅田 7:10 7:15 7:25 17:52
京都 7:35 7:40 7:52 17:21
桂川 7:05 7:10 7:23 17:29
千里丘 7:00 7:05 7:15 17:45
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みなさまのご自宅最寄駅に当団体のリーダーがお迎えに行きます。ご指定の時間内にお迎え
に来てください。また、切符を購入される方で往復切符を買われる場合は、帰りの切符は
翌々日(8/16)の切符を購入してください! 

■切符購入時の参考ルート 
・彦根-石山区間・千里丘-石山区間 
JR各駅⇄JR石山駅まできていただきます。途中駅でJR内の乗り換えはある場合があります。草津線
は草津駅、千里丘は高槻駅、湖西線は山科駅でそれぞれ乗り換えがあると思います。 
■ICカード利用可能。 
■5円が出るものは繰り上げ計算していますので、実際より安いことがあります。 
■運賃はすべてこども料金の往復分で表示しています。 
■幼児は運賃不要

■唐橋・現地送迎希望の方 
■集合/8:30 
■解散/16:30 
でお願いします。

1.当団体リーダーは基本的には名札/青色のTシャツを着て、各駅改札内でお待ちしています。リーダーも公共交通機
関を利用するため電車遅延が発生する場合やプログラム進行具合/子どもの体調で遅れが発生する場合があります。 
2.ICカードや切符の管理に関してはお子さんの自己管理です。ICカードではない場合は、会場最寄り駅まで往復切符
の復路の切符を持たせてください。ICカードを使って自動販売機の飲み物を買うのは自己責任でお願いします。カー
ドの管理は紛失を含め当団体では一切責任とれませんので予めご了承願います。
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公共交通機関を使うときに、毎回荷物のご心配をいただきます。団体としては、こどもたち
に対して「まずは自分で持ってみよう」という姿勢です。その上で、大きな荷物に関して
は、リーダーで補助して持つこともあります。リーダーが少ない時は、こどもたち同士でも
協力したりもします。まずは、お気軽にご相談ください。(お迎えリーダーの調整をします)

JKLMNL

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、移動中は必ずマスクを着用してください。電
車内では極力、喋らないようにこちらでも注意させていただきます。駅等を含めて、水分の
補給はこちらで制限をさせていただくことがあります。手ピカジェルなどが間に合っている
場合にのみ、許可します。万一ない場合は手洗いうがいをさせて水分補給してもらいます。

4OPAHI

夜中のトイレやお漏らしが心配。 
万が一、漏らしてしまったり…オムツはかせたい… 
トイレって起こしてもらえますか? 
どんなふうな対応をしてもらえますか?

夜中の2時等時間指定をしていただければ、起こしてト
レイに連れて行きます。また、一緒に部屋に寝ている
同性のリーダーがいますので、起こしていただければ
連れて行きます。万が一、漏らしてもこちらで本人が
恥ずかしくないように対応いたします。オムツをはか
せることもできます。ご相談ください。

うちのこども、中学生女子で、高学年で。 
初めて or 周期的に生理が気になる。 
でも、うーたん男だし…。

そうした対応が必要なお子さんに関しては、お風呂の
時間を分けて対応させていただくこともできます、
うーたんも男のリーダーなので、代わりに女性リー
ダーに対応していただけるように手配いたします。 
お気軽にご相談ください。

体調や体の部位など他のこどもたちにばれずに、 
本人が気にならないような対応はしていただけます
か?

もちろんです。思春期や様々な気持ちを抱えて、参加
してくださっているこどもたちが多いので、団体とし
ても、少しでもそうした部分に対応し、こどもたちが
思い出を作れるようにと考えています。お気軽にご相
談ください。(保護者さんと一緒に対応を検討します)

万が一、自転車がパンクしたりした場合はいったん団体で負担します。最終日にご請求を
させていただきますので、よろしくお願いします。また一時的に身長の合う自転車同士で
トレードなどを行う場合がありますが、何卒助け合いのところで、よろしくお願いします。

他にもパーソナルなことでお困りなことや、ご不安なことは事前にお知らせください!  
団体としても差ポードできる範囲でさせていただきます!
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当日出発 
から身に 
つけてるもの

できるだけ ”最初から最後までお子さん自身” で用意をしてもらってください。リーダーさんが作っ
てくれた資料に記載されていないものも、こちらに記載していることがありますが、そういったも
のは保護者の方でご準備してあげてください。”こちらのしおりが正しいです” 

QRA<S

QRA2S

荷物にはすべてお子さんのものとわかる”印”または”名前”を記入してください。

□帽子　□水筒(ペットボトルは不可 /紐がついているもの / 不足時は団体から給水) 
□マスク(使い捨てより洗って使うものの方が通気性がいいとのことです) 
■日焼け止めを塗ってこられた方がいいです。 □靴/靴下を履いてきてください

□ 
財布(お小遣い/5.000円まで) 

→ルート上で飲み物の補充を団体と
して積極的に行います。2回分含め
自分でアイスや飲み物を買ったりは
自由です。

□ 
カッパ 

→こちらは必ず持ってきください。 
こちらの鞄に入れておいてくださ
い。かばんBは施設に行きます。

□ 
1日目昼食 

→捨てれる容器で入れてきてくださ
い。作ったものでも、コンビニ等で
もいいです。保冷だけ…

□ 
レジャーシート 

→いつでも使えますので、入れとい
てください。

□□ 
常備薬 

→必要な方は入れてください。持病
などの薬について前のページを確認

□□ 
ヘルメット/ﾘｰﾀﾞｰ作成しおり 
→必ず持ってきてください

□□ 
ポケットティッシュ 

汗拭きタオル  
→あった方がいいです。

□□□ 
スーパーの袋 

→急に気分が悪くなったときや、
様々な用途に使えるので3つほど。

□□□ 
日焼け止め/サングラス/手袋 
→必要な方は持ってきてください。

!"#%&"!'()$
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名前の書けないようなものの忘れ物が増加したり、他のお子さんと混合していることがあります。 
そうした忘れ物はtwitterでお知らせしたり、1ヶ月間は事務所で保管し、持ち主不明な場合は1か
月後にはこちらで処分させていただきますのでご注意ください。

QRA=S

かばんA (背負ったり、車に乗せるもの)

持ち物について! 鞄を2つに分けてください!
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□シャンプー(1)    

□リンス(1)  
□ボディソープ(1) 
→3日間共通でお風呂の時に使いま
す。施設にはありません。注意。

□歯ブラシ(1)    

□歯磨き粉(1)  
→3日間共通で朝晩に使います。

□□バスタオル(2)  
→お風呂用として2枚。 

□□□□汗拭きタオル (4) 
→汗拭きや急に雨が降って濡れた時
のタオルなど、様々な用途で使用し
ます。4枚程度あった方がいいで
す。

□懐中電灯(1) 
→夜に使ったりする可能性がありま
す。自転車の電灯故障の際には使う

□折り畳み傘(1) 
→急な雨に持ってきてください。

□スーパーの袋(複数) 
→様々な用途に使用できますので、こ
ちらのカバンにも入れてください。

□□□着替え(3) 
→2日分と予備の服。寝るときの服 
(翌日着る服で寝ると荷物減) 
□□□下着(3) 
→2日分と予備。 
□□□靴下(3) 
→2日分と予備。活動中は原則、足
の怪我を防ぐために靴になります。 
□上着(1) 
→ジャンバーなどの上着で羽織れる
用にあるといいです。

□パジャマ(1) 
→翌日の服装で寝ていただくと、不
要です。荷物も軽減できます。

黒は避けて(蜂を避ける)

歯ブラシセット

お風呂セット

□トランプ・UNOなど 
→持ってきてもOK。

□おやつ 
→1.000円以内でお願いします。全部食
べてしまうこどもたちもいますので、3
日分にジップロック等の袋でわけるの
がおすすめ。

□ハンガー(1) 
→カッパをほしたり、上着を干したり
するものに使います。

!"#%&"!'()$
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かばんB (施設に置いておくもの)

エピペン 
詳細な指示。 

どういう症状時、カバ
ンのどこに入っているの
かを教えてください。

吸入器 
使用時の指示や方法の
詳細な指示。どういう
症状時に使用するのか
を教えてください。

投薬 
命に関わるような持病が
発生し際に使う薬をどの
鞄のどこに入れているか
を打ち合わせします

医療機器など持参される方
団体では原則、医療行為はできません。薬の投与・塗る・貼る・刺す・挿れるなどの行為はできません。お子さん自身で
していただけるようにしていただき、リーダーより促進することはできます。また、絆創膏・消毒などの応急処置に関して
は緊急的に実施することもあります。お子さんによっては、エピペンなどを持参されていて、命に関わる大切な行為に関し
ては、保護者様の同意を並行で得て、実施することもあります。そうした行為を実施する場合は、医療機関や119と通話し
ながら実践いたします。

原則 
・保護者様に並行して連絡 
・救急119に連絡し同時に
手配します。
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自転車漕がないとき 自転車漕ぐとき

!"#%&"!'()$
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服装について

□日焼け止め、ぬ
る方がいいと思い
ます。が、汗で流れ
ます。 

□アンダーなどき
てもいいです。

帽子はヘルメットか
ぶってない時も着用! 

半袖でOK 
黒を避ける 

半ズボン 
黒を避ける 

靴・靴下で着てくだ
さい。

ヘルメットを着用し
てください。 

半袖でOK 
黒を避ける 

半ズボン 
黒を避ける 

グローブを 
してください。 

靴・靴下で漕ぎます。

T.)&

(1)こどもたちは、汗かきなので、ちょこちょこと動き回っていると、汗だくになります。 
(2)着脱しやすい前開きの服が寒い時は長袖にもってきてもらう方がいいです。 
(3)もちろん汚れやすいので、汚れていい服 

■こどもは調整しやすい服が一番! 
■オシャレより機能性! 
■蜂が寄りやすいので、黒は避けてください。 
□首元を冷やすものなどあってもいいです!

持ち物に書いていませんが、注意!

(1)当団体は自転車の貸し出しはありません。ご自身の自転車です。 
乗り慣れた自転車で漕ぐのが一番です。新品にしていただいてもいいですが、必ず乗り慣れ
た自転車でお願いします。 

(2)熱中症が心配とおっしゃいます。当然だと思います。ですが、数日前から
冷房ガンガンの部屋で寝ていては、18度から34度では体は追いつきません。 
しっかりコンディションを数日前から整えてください!

9
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安全に備えて 
緊急事態の万一に備えて私達が取り組む/できること。

保険 
本キャンプも万一に備えて東京海上日動火災保険代理店  
有限会社 バンカー保険 さんで傷害に関する保険をつけてい
ただきました。 

補償内容 保険金額

死亡・後遺症 500万円
入院 4.500円
通院 3.000円

賠償責任保険 3.000万円

☎ 0 7 7 - 5 8 9 - 5 1 7 5   
(平日10:00 から 17:00 までのみ受付 担当 田中さん)

上記のような補償内容がすべての参加者様に補償されて
おります。保険料は当団体でお支払いし、皆様の参加費
の中に入っておりますのでご安心ください。また、保険
に関してご不明点がございましたら当団体では補償の内
容等わかりかねる部分がございます。

までお問い合わせください。

緊急搬送が必要な事態 
こちらで処置できるものに関しては、処置してから病院
に緊急車両で診察していただけるようにします。 

1.ケガ発生 → 2.施設・うーたんに報告  
→ 3.処置可能なら処置(施設の医務室でも対応) 
4.保護者さま連絡  
→ 5.対応確認の場合緊急車両にて病院へ搬送 

こちらでは対応できない場合は即座に緊急搬送を119に
て要請します。その際は病院に到着後や搬送中に保護者
さまにご連絡させて頂きます。 

1.ケガ発生 → 2.施設報告 → 3.緊急車両にて病院へ搬送 
→搬送中または病院到着時に保護者さま連絡 
団体の緊急車両や救急車で搬送したいと思っています。 

緊急搬送先は… 
滋賀県内の病院へ搬送します。

災害発生した場合 
気象条件が変わった時 

地震発生時はキャンプを中断し、理事長や施設の指示に従
い、指定された避難施設に移動し身の安全を確保します。 
理事長の携帯にて災害伝言板(171→2→080-3821-7146で
確認できます)や当団体の公式Twitterを使い、情報を発信
します。土砂崩れの情報なども確認し、想定して安全な場
所に移動します。安全が確保できた時点で帰還します。 

施設のルールを遵守し、監視体制は当団体でも行い安全に
活動を行います。雷注意報は事前に兆候(積乱雲等がみれ
る)があるので即座に疑義がある時点で中断します。豪雨が
発生した際も活動を中断します。また、部分的に土砂崩れ
が起きやすいなどの情報もあります。察知した時点中断。

地震・津波 理事長/施設の指示で避難場所に移動

警報・注意報 様子見で活動の中断で退避/待機
雷 音が聞こえた時点で退避/中断/施設へ

大雨/豪雨 活動中断・高台で水辺から離れ待機
土砂崩れ/津波 即座退避

野生動物/害虫などの対策 
自然体験活動につき、様々な動物に出会うこともありま
す。そう行った際で大事な対策としては、服装です。 
肌を必要以上に露出せず活動することが大切です。 

・マダニ/毒ヘビ 
マダニ刺された場合は当団体が所持しているポイズン吸
引キッドを使用して毒を抜きます。その間も、緊急搬送
先の手配や搬送車両手配も行います。 

・熊/ハチ/イノシシ 
刺激せず即座に避難します。また施設に通報し駆除して
もらいます。また襲われた場合は緊急搬送いたします。

当団体では 
いかなる事故や事態が発生した時も、現地に対策本部・
事故対応本部を設置し、現地より連絡や発信を行いま
す。また、保護者さまの連絡は全て現地より実施しま
す。必ず緊急連絡先は登録くださいますようお願いしま 
す。順番に行います。落ち着いてお待ちください。
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安全確保と事故防止  
自然の中にはいたるところに危険があります。しかし、危
険というだけで、 野外活動を避けていてはこども達の自
然に親しむ心、共に活動する力を養うことはできません。
万一の対策と万一が必要にならない対策の両方を徹底して
準備・予知しておくことが必要となっています。  

・こども達のことをよく知って臨む。 
保護者の方からいただいてる性格情報を全スタッフでシェ
ア徹底します。) 
・キャンプのことを知り、備える。 
全参加スタッフが毎週木曜日に2時間以上ミーティングを
重ねて用意しています。また、必要に応じて時間を延ばし
対応いたします。職員企画チームで視察なども行い済みで
す。 
・宿泊棟内などで地震や火災が発生したら...  
1.災害発生場所を考慮して落ち着いて避難するルート指示
を受けます。施設の職員指示に従って対処いたします。 
2.数日かかったとしても安全を確保しながら必ず帰省しま
す。  
3.またtwitterなどのSNSで安否情報の配信はもちろん、理
事長の携帯番号にて災害伝言板(171→2→080-3821-7146
で確認できます)を利用して安否情報の配信を実施いたし
ます。  

・他人に怪我をさせた、または怪我をしたとき。  
今回も東京海上日動火災保険株式会社代理店のバンカー保
険事務所さんの賠償責任保険に加入しており、これで対応
いたします。  

・指導者(田中)は経験豊富なのか。  
理事長田中も参加し引率・統括指揮を行います。京都市上
級救命講習を受講しており、今回のキャンプは数多くの
キャンプを団体内・団体外でも経験してきました。しか
し、油断せずやってまいります。近年は、自然体験活動推
進協議会の研修などにも積極的に参加し、他団体の各キャ
ンプでの事故例なども学びながら、当団体でのあらゆるリ
スクを回避するよう心がけています。 

《当日の安心》 
1.当日は、必ず当日提出資料をご提出ください。 
2.ホームページに埋め込み式twitter(twitterされてなくても
誰でも見れます。)にてリアルタイムで、現在地や活動の様
子を2時間程度に1回ずつ配信してまいります。お楽しみ
に。また、電波の悪いところで配信がなかなかできない可
能性もあります。ご容赦ください

万が一に備えた私たちにできること 
救命講習/危険対策研修をみんなで行い、万一に備えた実践
学習をしてまいす。近年は実践研修も独自に実施してます

キャンセルポリシー 
いかなる場合でも一度いただいた参加費等に関しては、
原則としてご返金できません。天候不良・内容変更・ご
参加者様の体調不良が発生しても参加費のお戻しはござ
いません。ただし、当団体に過失がある場合(準備不足に
よる開催不能・スタッフが集まらず安全が守られない場
合等、当団体が支障を犯し、参加者に影響すること)に関
しては返金をさせていただきます。) 
  
また、事前に欠席が見込まれる際は、予めできるだけ早
めにご連絡下さい。例外的に保険代や施設料等を差し引
いた金額は返金ができる場合がございます。ご相談下さ
い。ただし、原則として返金はできないというポリシー
は必ずご同意ください。

【出発までの団体からの確認等】 
1.当日までに本資料を発送します 

↓ 
2.資料確認し準備を進めていただきます 

(資料の発送/保護者資料の確認) 
↓ 

3.当日・各駅集合箇所にお越しください 
(提出資料をお忘れなく!)



〈第1条 : 個人情報の取り扱い〉 
職員・幹部リーダー達にも参加者様の情報は必要最低限所持しておりますが、参加者様の情報はセキュリティーの高
い、クラウド内で厳重なパスワードで管理しています。基データーは理事長のパソコンのみで管理しております。 
  
〈第2条 : 個人情報の開示〉 
参加者より取得した氏名、年齢、住所等の個人情報は当団体方針に基づき管理・保管しており、当団体一部リーダーと
保険会社(東京海上日動火災保険株式会社代理店バンカー保険職員)以外の第三者に提供、開示等は一切いたしません。 
  
〈第3条 : 団体からの発送物〉 
今後当団体より各種ご案内やアンケートなどを、LINE、E-mail、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。 
  
〈第4条 : 写真公開について〉 
プログラム開催中に撮影しました写真、ビデオなどにつきましては、ホームページやパンフレット、twitter、facebook
等のSNSなどの広報活動・その他教育・自然体験教育の普及・推進や学生や職員たちの研究や情報発信のために使用す
る事がございます。（撮影は原則主催関係者のみ行います）ご了承ください。氏名・住所等は掲載・公開いたしません。 
  
〈第5条 : 取材等における写真の取り扱いついて〉 
プログラム期間中にテレビ、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。ご了承ください。テレビ、新聞などの取材が開始された後に、放送、取材を拒否することは、放送局、新聞社等
に損害を与えますので、お断りします。 
   
〈第7条 : 参加のお断り〉 
多数の子ども達やリーダーたちが当日たくさん来場しています。原則写真の撮影不可や各種ご案内配布等の拒否を行わ
れる方はご参加いただけません。また、健全な青少年育成の観点から当団体は運営上で大学生リーダーを様々なところ
で起用しています。学生達の活動支援をご理解を頂けない方や、学生に対し不適切な行動・発言を行われる参加者様も
ご参加いただけません。 
  
〈第8条 : 支払い後の返金に関して〉 
いかなる場合でも一度いただいた参加費等に関しては、原則としてご返金できません。天候不良・ご参加者様の体調不
良が発生しても参加費のお戻しはございません。ただし、 当団体に過失がある場合(準備不足による開催不能・リーダー
が集まらず安全が確保できない場合・施設が使用できないことにより中止)に関しては返金をさせていただきます。事前
に欠席が見込まれる際は、予めできるだけ早めにご連絡下さい。例外的に保険代や施設料等を差し引いた金額は返金が
できる場合がございます。ご相談下さい。ただし、原則として返金はできない[というポリシーは必ずご同意ください。
会員さまに限り振替の対応ができる場合もあります。 

〈第9条 : 支払い前のキャンセルに関して〉 
これまでキャンセル料をいただくことは、講師への謝礼や工作物の準備が既にある場合、体験代を別委託施設への支払
いがある際のみ、いただいていましたが、2021年10月以降は支払い前に関しても、支払い前のキャンセルに関しても
キャンセル料をいただくことになります。団体の規定として、予約時より準備や人件費は発生しています。ご出発の14
日前から10日前より参加費の10%、9日前から7日前を参加費の20%、7日前から100%を徴収いたします。後日振込先や
支払い方法はご相談させていただきますが、申込から支払いまでの期間に関してもキャンセル料を徴収いたします。 
例外的に保険代や施設料等を差し引いた金額は返金ができる場合がございます。ご相談下さい。ただし、原則として返
金はできないというポリシーは必ずご同意ください。会員さまに限り振替の対応ができる場合もあります。 
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団体利用規約 
必ずご確認ください



〈第10条 : 保険〉 
当団体の活動は、すべてに東京海上日動火災保険株式会社の傷害保険・国内旅行保険に入っております。ご自宅を出ら
れてからご自宅に帰られるまで対応しております。また、プログラムによっては賠償責任保険も入っております。補償
内容はプログラムによって、変えておりますのでお気軽に団体事務局にお問い合わせください。 
  
〈第11条 : プログラム内容の変更〉 
プログラム開始前、プログラム中に悪天候やが予想できる場合や天候がかわり悪天候となった際は、途中で中断・中止
や事前に安全上の観点から中止や中断/内容変更と判断する場合がございます。その際に関しても、天候回復を待ち待機
する場合や予定より内容を縮小して行う場合がございます。また、一切の中止・中断・変更となった場合でも利用規約
第8条や第9条の記載通り、一切返金は行いません。返金に関することは第8条や第9条をご確認下さい。 
  
〈第12条 : 除籍処分〉 
個人情報の持ち出しや、参加費横領・未払い、他人や団体への危害や損害を加えること等、法令に反する行為をした参
加者様は今後一切の団体活動への参加をお断りいたします。また、保護者間のトラブルにも一切責任を取りません。保
護者の皆様同士も、他の参加者様にご迷惑がかからないよう、大人としての自覚を持ち、モラルのある行動・認識・意
識でご参加いただきますようお願いします。非常識な参加者様とこちらで判断し、運営に影響をきたす場合は同様に理
事長より参加拒否・退団処分・除籍処分といったことがあります。健全な青少年育成活動及び野外・自然体験・農業教
育等のこども達に対する教育事業の運営に全参加者が気持ちよく参加できる環境であることを維持するためにも、ご理
解願います。 

〈第13条 : 感染症に関してする参加自粛〉 
様々な活動を行っていると、新型コロナウイルス・インフルエンザ・感染性胃腸炎などの感染症が流行する起因になる
ことも想定されます。様々な体調状況を吟味していただき、申し込み前や申し込み後もご自身で自粛もご検討願いま
す。また、新型コロナウイルス・インフルエンザ・感染性胃腸炎などを心配し、申し込みをしてから実際に感染者にな
る前にご自身でキャンセル・自粛される場合にも、第8条や第9条の記載通り一切返金は行いません。原則として返金は
できないというポリシーは必ずご同意ください。会員さまに限り振替の対応ができる場合もあります。 

〈第14条 : 運営ポリシー〉 
当団体は非営利活動を行う団体であり、参加される皆さんとわたしたち職員・リーダー・リーダーのご家族の皆さんで
参加費を出し合い、意地運営する特徴のある団体です。当団体の運営方針や指針・理念等は活動に散らしてこども達に
伝えるようにしております。そのため、企画や内容・実施事項としてご理解できない・団体の方針に理解いただけない
方は、ご参加をお控え下さい。本利用規約の一切の項目に対しても同意頂く方のみご参加下さい。この利用規約及び参
加者様にご同意いただきたい事項リーダーやリーダーのご家族の皆様にも適用とする内容です。参加すること・参加費
を支払うことで全て同意するものとします。 

〈参加する方・同意/宣誓〉 
当団体運営責任者と現地リーダーの指導、指示を尊守し参加します。また、事前・事後研修及び、プログラム参加期間
中に、私自身または身の回り品もしくは所持品が死亡、負傷、罹病、滅失、損傷等の事故により損失、損害を被った場
合でも当団体及び受け入れ先に対してはもとより、その役員、職員、代理人、もしくは上記プログラム指導リーダー及
び、それらの相続人に対しても、上記事故を理由として損害賠償その他の請求等の責任を問うことは一切いたしませ
ん。また、新型コロナウイルス感染症などの感染症に関しても、万一当団体内でのクラスターや新型コロナウイルス感
染症の発症があっても、損害賠償その他の請求等の責任を問うことは一切いたしません。感染症の予防のための情報の
公開を行いますが、個人情報の保護に留意する必要があるので、プライバシー保護を厳守いたします。この書面が私の
同意宣誓(私が、法的成人に達していない場合は、保護者の同意宣誓)により同意宣誓と同じ効力を有することも同意し
ます。すべてのご家族も含めて同意されたことと認識し、万一の事態においても、保険の中で対処し訴訟等も起こさな
いことを同意いたします。 また、返金や個人情報・写真の取り扱いなどに関しても団体利用規約を確認し、参加するこ
とが同意したことという内容も理解した上で、参加します。 
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最後に

当日の応援にきたいという方は、LINEではなく、080-3821-7146の電話で場所など聞い
てください。また、うーたんも含めて安全運営第一です。こどもたちに全力で対応していま
す。電話に出られない時や、対応できないこともあります。その点をご理解願います。 

今回もこのコロナ禍の中で、夏休みを迎えました。 
ご出発までいろいろとご不安なこともあると思います。当団体としても、コロナ対策や安
全対策などを含めて、例年よりも時間を要してしまい、確認や資料の制作にも影響が出て
います。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 
また、コロナの濃厚接触者などでリーダーの確保や安全確保に時間を要しました。万が一
に備えて、リーダーたちもスタンバイを確保しています。安全に運営できるように全力で準
備をしています。こどもたちのこの体験を、必ずや当日素晴らしいものになるように引き続
き何卒、よろしくお願いします。

この度は、当団体のキャンプにご参加いただきましてありがとうございます。 
今回のキャンプのミッションとして「仲間と共に限界を突破しよう!」ということを大切に
してもらいたいと考えています。当団体の自転車キャンプは3つあります。”しまなみ”と”フ
ジイチ”そして”ビワイチ”キャンプです。ビワイチキャンプは210kmを自転車で漕ぐため、
かなり過酷です。だからこそ、一人でこぐものではなく、みんなで声をかけ合ってこぎま
しょう。今後の生活の中でも、キャンプを境目に「何か姿勢が変わったよ」という変化を
保護者さんにも伝わるように私たちも様々な仕掛けをしていきます。 

最後に、この夏もコロナ禍での運営となります。できないことを並べると中々何事にも取
り組みにくいです。コロナ禍においてはより難しさが増します。だからこそ、私たち指導者
やリーダーが率先して、どうやったらできるのか常に挑戦し続けることをこどもたちに見せ
ながら、一緒に挑戦する3日間にしたいと考えております。保護者の皆様も、引き続き見
守っていただければ幸いです。当日、ご一緒に活動できる時間を私も楽しみにしています。
よろしくお願いします。 

理事長　田中　洋一 / うーたん

UVJWG

XY'()

「仲間と共に限界を突破しよう!」
CLUB ATTRACTIONにある、自転車キャンプの”しまなみ”と”フジイチ”そして”ビワイチ”
のキャンプです。ビワイチキャンプも景色はとても綺麗ですが、とても過酷です。一人でこ
ぐものではなく、みんなで声をかけ合ってこぎましょう。そして限界突破しよう。
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