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クラブ アトラクションの 

キャンプにようこそ!
理事長 / 当日責任者 田中　洋一 @ うーたん

この度はCLUB ATTRACTION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。当団体のキャンプは2012年からス
タートしました。今回も雪質の良い妙高で
思う存分、雪で遊ぶ楽しさを体験してくだ
さい。

秋のキャンプから大きくリニューアル。 
もっとこどもたちが楽しく成長と感動溢れるものへ。
12年間さまざまなキャンプをしてきました。2020年度からはコロナ禍でも、体験を止めな
いようにと、キャンプを続け、これまでの様々なキャンプのやり方を踏襲し、アップデート
しながら実施してきました。その一方で、これまでやっているから当たり前になっていた
り、横柄になっていないか? そもそも、今回のキャンプは何が目的で、何がこどもたちや参
加する人の楽しいや挑戦を作るかなどを総点検しました。 
キャンプ前におうちに届く資料やしおり、キャンプの内容、キャンプの構成、プログラムそ
のもの、リーダーたちの関わり方も含めリニューアルします。参加するすべての人、おうち
で見ておられる人も楽しめる内容、一生ものの感動をお届けできるようにいたします。 
そして、こどもたち同士・こどもたち自身が、繋がりや絆を意識して構築し、挑戦したこと
が、また日常の生活に活かせるキャンプになれば幸いです。 
さぁ、ほんものの冒険をみんなでいっしょに作りましょう!
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当日までにご準備や流れ 

を確認しましょう!

資料が届きました 
(約10日前)

みなさんのご自宅に当団体

より、こどもたち用(別紙)

と保護者さん用(本資料)の

資料が届きます。確認して

ください。

資料をもとに 
ご家族で話し合い

キャンプの内容を確認し

ていただき、改めて不安

なことや、わからないな

どコミュニケーションを

取ってください。

前日からの 
体調を整えてください

6 7

7
キャンプまでに 

することなどを確認

8

こどもたち自身に何をした

らいいか?保護者さんの方で

準備ことするなどを資料を

見て、確認してください。

保護者説明会(任意・事前予約制)に参加して不安を軽減/オンラインで行います!9

保護者さんのご質問にお答えし、今回のキャンプを説明する事前の説明会を行います。ご都合が良い方

にご参加ください。こどもたちは、また別でこどもミーティング(任意)で行います。保護者説明会もこ

どもミーティングも任意参加です。必要な方はご連絡いただきご参加ください。

:
;

1週間前から体調を整えてく

ださい。風邪なども流行る

季節です。「妙高に行くため

の手洗いうがい徹底キャン

ペーン」などしてください。

こどもミーティング 
最終確認など

今回は「こどもミーティン
グ」を行います。保護者さ
んが思っているように、こ
どもたちも心配事はありま
す。ぜひ、その心配を質問
してもらってください。

早く寝ましょう! 
最後まで体調に気を!

<

前日は早く寝るのと、最後ま

で体調を整え、忘れ物がな

いか確認してください。 

ご家族の皆さんも体調にご

協力お願いします。

さぁ、冒険に出かけよう!=
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　キャンプの概要 その1

今回のキャンプは、妙高スキーキャンプといいます。様々な日程ありますが、すべてのキャンプが妙高

スキーキャンプです。ご自身の参加される日程を今一度、ご確認ください。

A日程 
Alpen 
アルペン 

12/24出発 
【3泊4日】 
12/27帰着

B日程 
Blizzard 
ブリザード 

12/25出発 
【3泊4日】 
12/28帰着

C日程 
champion 
チャンピオン 

12/25出発 
【2泊3日】 
12/27帰着

D日程 
Diamond 
ダイヤモンド 

12/26出発 
【2泊3日】 
12/28帰着

E日程 
Extra MAX 
ｴｷｽﾄﾗﾏｯｸｽ 

12/24出発 
【4泊5日】 
12/28帰着

日時 2022年 12月 24日(土) から 12月 28日(日) までの5日間

宿泊場所 国立妙高青少年自然の家  (〒949-2235 新潟県妙高市関山6323-2)

対象 小学1年生 から 高校3年生 まで

赤倉温泉スキー場 (〒949-2111 新潟県妙高市関山)スキー場

バス会社 滋賀観光バス 大津営業所 (団体貸切)

保険 東京海上日動火災保険大津支店  

代理店 : (有)バンカー保険事務所 〒520-2423 滋賀県野洲市西河原386

全体集合 【24日/25日出発組】行き帰りともに 草津駅西口 ボストンホテル前

【26日出発組】行きは京都駅 / 帰りは草津駅西口 ボストンホテル前

主催

責任者

CLUB ATTRACTION(クラブアトラクション) 

〒520-2141 滋賀県大津市大江2丁目31-30-103 / ☎080-3821-7146

当日運営責任者　田 中　洋 一 @ うーたん (080-3821-7146 docomo) 緊急連絡順位① 

学生幹部責任者　谷 田　大 海 @ かいざぁ (080-8940-4038 docomo)  緊急連絡順位② 

　　　　　　　　田 中　直 希 @ ちょっき (090-6973-2441 UQモバイル/au)    順位③ 

　　　　　　　　満 永　陸 生 @ まろん　 (090-9219-5240 )  緊急連絡順位④ 

施設　　　　　　国立妙高青少年自然の家 (0255-82-4321 / ご担当 : そりまち 様)
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　キャンプの概要 その2

費用(小学生)

A日程/Alpen/アルペン  48.980円(税込)

B日程/Blizzard/ブリザード  48.980円(税込)

C日程/champion/チャンピオン 37.990円(税込)

D日程/Diamond/ダイヤモンド  39.920円(税込)

E日程/Extra MAX/ｴｷｽﾄﾗﾏｯｸｽ  54.190円(税込)

費用(中学生)

56.220円(税込)

59.920円(税込)

52.980円(税込)

52.980円(税込)

41.990円(税込)

現在/定員

02/10

18/20

08/10

08/10

16/20

費用の中身

■含まれる費用 

□バス代　□食事代(初日 : 夕食 / 中日 : 朝食・昼食・夕食 / 最終日 : 朝食・昼食 )  □施設宿泊代 

□レンタル代(板・靴・ヘルメット)　□リフト券(中日は1日券/最終日は半日券)　□保険代(傷害/賠責) 

■別途必要な費用 

□スキーウェアレンタルも可能です(ウェア上下・ニット帽・ゴーグル・手袋セット →3日間で2.000円 

(A)1日目の昼食(持参弁当を持って来られるか、サービスエリアで購入するも可) 

(B)最終日の帰り(お土産や食べたいもの・飲みたいものをサービスエリアで購入するも可) 

※それ以外で何か別途の費用が当日に必要なことはありません。(A)(B)はお小遣いで調整してください

保険の中身

保険の中身として、今回のキャンプでは以下のような万が一に備えた補償があります。

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

賠償責任保険とは、他人に怪我を負わしたり、他

人のものを破損した場合の責任を負うものです。

スキー中のご本人の怪我もそうですが、団体外の

方の怪我を負わした場合などは賠償責任保険が適

用されます。

また、終盤のページでも内容をご案内させていただいてます。
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　キャンプの概要 その3

宿泊施設

国立妙高青少年自然の家
国立妙高青少年自然の家は、全国28箇所に

ある国立青少年教育振興機構の施設です。

新潟県の妙高戸隠連山国立公園内の妙高山

麓の大自然の中に位置しています。豊富な

自然の中で登山や源流探検など様々な自然

体験活動や人とかかわるアドベンチャー体

験、また、世界的な豪雪地域でもあり、そ

の豊富な雪を利用した雪上活動など、四季

を通じて様々な活動を提供してます。当日

はこちらの施設で活動をいたします。

スキー場

赤倉温泉スキー場
赤倉温泉スキー場は、天然雪100%！ 

妙高山の裾野に広がるビックゲレンデ 

の赤倉温泉スキー場は、誰と来ても満足 

できるゲレンデです。パウダー狙いの非 

圧雪コースから、ワイドでロングな初心 

者ゲレンデも充実しています。17ゲレン 

デ/14リフトあります。滋賀や近畿では 

味わえない質の高い雪です。こどもたち 

も毎年大満足で、初心者コースも4kmの 

ロングランで飽きが来ません。 

※降雪状況で近隣スキー場になることもあります。
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今回のキャンプが目指すところ 

はじめての人も、何回か来たことある人も 
みんなで楽しむ、みんなで支え合う妙高キャンプ

うーたんからのミッションは、今回はリーダーさんにも強く課しています。 

特にひとつ前のキャンプの”富士五大湖サイクリングキャンプ”では、すべてのリーダーとすべての

こどもたちがミッションをクリアいたしました。今回の妙高でも、同じようなミッションですが、

人数が多いので、よりみんなで支え合いみんなで楽しむキャンプに力を入れたいと思っています。 

これまでの自分を乗り越え「喋ったことない仲間に声をかけたり励ますことはできますか?」「 ま

だ喋ったことないから、あんまり話したことがないけど”一緒に”って言えるのか?」「楽しい時に、

自分だけが楽しいになっていないか?」「みんなで楽しいになっているか?」こういったことを問い

つつ、みんなでカタチにしたいと考えています。 

また、なかなかできない体験させてくれた家族に感謝をしつつ、一緒にチャレンジしてくれた仲間

やリーダーにも感謝しつつ、最後まで何かに頑張れた自分にも感謝しつつ、まわりのおかげ・まわ

りへの思いやりが、妙高にいつまでもこだまするようなキャンプにしたいと考えています。 

今年最後の集大成、ただ、スキーして終わりにならないように、みんなでいつまでも残る感動を作

りたいと考えています。楽しい＋心がなんだかポカポカするものを持って帰ってもらいたいと考え

ています。

キーワード/キーアクション

①励ましあう　②しんどいという勇気　③声を掛ける ④全力で楽しむ  

⑤みんなのことを考える ⑥感謝を忘れない ⑦あたりまえじゃないからこそ…  

⑧みんなで!  

こどもたちにも、考えてもらいながらみんなで安全に安心に、そして力を合わせて、最終的に素晴

らしい冒険になるようにと考えています。特に高学年や中学生の役割にも期待しています。この

キーワードから自分にできること、ぜひ事前に考えてもらいながら、当日を迎えてもらってくださ

い。保護者様の方からお伝えいただければ幸いです。 

こどもたちのしおりにも、この狙いに合わせた内容が記載されています。 

自分で書けるところや、自分でできることはどんどんさせてください。 

そして、事前の説明会やミーティングをうまく活用してください。
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　持ち物について / 出発時・スキーの服装

持ち物や服装は、過去のスキーキャンプに参加された方のご意見を聞きながら、改良してきました。 
みなさんのご準備の参考にしていただき、記載のものは必ず持ってきてください。もちろん、みなさんの方で何
かいい方法がありましたら、ぜひ教えてください♪

準備をするにあたって

必ず、お願いしたいことが4つあります。

  (1)名前やイニシャル・印を書く。

  (2)こどもさんと一緒に準備する。こどもさんだけ、保護者さんだけで準備は絶対NG。

  (3)余計なものは入れない。入れさせない。
冬のキャンプは忘れ物や、他のお子さんへの荷物混入が多いです。年末年始を挟むため、しばらく帰ってき
ません。施設も閉まり、連絡できません。名前を書いといていただければ、必ず見つかる。届きます。 
また、こどもさんと一緒に用意してください。どこに何を入れたかも大事ですが、何が入っているか、どん
な色で、どんなものかを知ってもらっておくだけでも違います。また、こどもさんにだけさせた結果、入っ
てなくて当日班のリーダーたちが貸し出し、寒い・痛い思いをしていることがあります。そして、余計なも
のは入れません。数珠とか、ブレスレット、首からかける時計、サングラス、シュシュ…。なぜ、うちのわ
すれものに…とうーたんも困惑します。そして、そういうものに限り、忘れたり壊します。 

連絡はこちらで取ります。持ってきて知らない間に連絡を取られて、こちらが困惑するケースがあります。

  (4)携帯・電子機器は不要です。

服装

□ 
スキーウェア上下 
カバンに入れると荷物が
嵩みます。着てきてくだ
さい。※SAや駅は雪の
可能性もあります。

□ 
スノーシューズ 

スノーシューズ/長靴(く
るぶしより上で雪が入り
にくい構造)※SAや駅は
雪の可能性もあります。

外側

□ 
インナー 

ヒートテックなどの
インナーを着る(ただ
し、超極暖はおすす
めではありません)

□ 
トレーナorフリース 

or Tシャツ 
インナーの上に、トレー
ナーやフリース、暑がり
さんはTシャツでも良い

□ 
タイツ 

体にフィットする物でタ
イツなどを履く。天気
によっては、暑がりさん
は履かなくても良い

□ 
靴下 

長い靴下・ハイソック
スなどがおすすめ。膝
下までのものの場合な
ら、タイツなしでも良い

内側

外見イメージ 中身イメージ

>補足?@416A%
館内/バスは暖房が入っ
ています。スキーをし
てると暑くなります。
タイツに半ズボン姿の
人もいました。朝から
の服装が、1日目の服装
になります。

ご出発時はこの格好できてください。バスや館内の中では、上着を脱いでもらいます。声かけします。スキー場
での基本的な服装となります。また、どの日程も到着後、すぐスキーまたは、雪遊びになります。

8ページ
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カバンのサイズは問いませんが、2つご用意ください。1つはバスの下に荷物がいきます。もう1つは上に行きます。 
また、荷物には同封の荷物カードを必ずつけておいてください。雪遊びもスキーも共通荷物です。点線で囲ってるも
のは常に着てもらいます。濡れたら乾燥します。

スキーウェア上下・スノーシューズor長靴 
カバンに入れると荷物が嵩みます。着てきてください。 
スノーシューズ/長靴(くるぶしより上で雪が入りにくい構造) 
※SAや駅は雪の可能性もあります。

かばんA(バスの下) かばんB(バスの中)

□ゴーグル・ネックウォーマー・手袋・帽子 
＊補足/用途説明 
ネックウォーマー必須/スキー時にマスク代わりに! 手
袋はスキー用、毛糸タイプはダメ。ゴーグルは雪が跳
ね返りで雪目防止。帽子はニット帽など。

□カイロ 
＊補足/用途説明/入れても入れなくてもどちらでもOK。

□常備薬(日数分) 
＊補足/用途説明 
酔い止めや塗り薬・エピペンなどが必要なお子さんは持参して
ください。持参される場合は必ず報告してください。

□1日目の昼食 または 昼食代  
サービスエリアや駅で食べます。捨てれる容器でお願
いします。また、昼食代を持たせていただいても大丈
夫です。(1200円程度) 1日目分食べたい分だけ。 
おやつは1日目に食べたい分だけ入れてください。

□お小遣い・帰りの電車代またはICカード 
上限としては5.000円までです。お土産や帰りの軽食
などを書いたいときに使ってください。施設では使え
ません。(1日目昼食代を持ってくる方はその額を除
く)

□ハンカチ・ティッシュ・タオル 
＊補足/用途説明 
ハンカチとティッシュは手を拭いたり、鼻血の時に。タオルは
スキーや雪遊び後にお尻が濡れてバスに乗るときに下に敷いて
もらいます。水筒は鞄の外でもいいです。

□懐中電灯 
＊補足/用途説明/プログラムがあるかもしれません。

□雨具 
＊補足/用途説明/折り畳み傘を入れてください。

雪
遊
び
セ
ッ
ト

財
布
に
入
れ
る

□水筒 
紐あり耐熱でお茶を入れてきて下さい。

□インナー(日数分) 
ヒートテックなどのインナーを着る(ただし、超極暖はお
すすめではありません/汗だくになられます)

□トレーナ orフリース or Tシャツ (日数分) 
インナーの上に、トレーナーやフリース、暑がりさんはロ
ングのインナーとTシャツでも良い

□タイツ (日数分) 
体にフィットする物でタイツなどを履く。天気によって
は、暑がりさんは履かなくても良い

□スボン (日数分) 
スエットやズボンを最低でも1着は持ってくる

□下着 (日数分) 
予備も入れて下さい

□パジャマ 
翌日の服で寝られる場合は、それでもOK。タイツとイン
ナーとフリースのような感じでもOK

□バスタオル (泊数分) 
お風呂上がりに体を拭くタオル

□洗顔タオル(日数分＋予備)

□スーパーの袋 (日数分)

□歯磨きセット

□館内靴 
外靴を1足用意。スリッパ/クロックス不可です!

□新聞紙  スノーシューズなどを乾かすのを早くします

日
数
分
を
セ
ッ
ト

□お菓子(2日目以降分)

□トランプ/UNOや宿題は持ってきてもOK

□マスク(日数分＋予備)

　カバンの中身

外
持
ち
可

□靴下 (日数分) 
長い靴下・ハイソックスなどがおすすめ。

お
風
呂
セ
ッ
ト

当日提出書類/こども用のしおりを持ってきてください

9ページ
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　キャンプの過ごし方 (これまでの妙高キャンプの写真で)

今回のキャンプは、初日・中日・最終日と出発や到着日が違っても同じ行程を過ごしていただきます。 

※日程別の行程は別紙にてご案内いたします

>B&C6A<D9E%

各駅から草津駅へ到着
66DEE%

途中SAで昼食休憩
69D8E%

施設に到着!

 7:45に草津駅を出発できるよう
に各駅集合時間を設定します。

昼食休憩の他にも1時間～1時間
半に1回はトイレ休憩します。

14:30には国立妙高に到着を予
定しています。

69D9E%

入所式を受けます!

施設の人から施設の使い方の説
明を聞きます。

69D9E%

入所式を受けます!

リーダーさんが考えた雪遊びや
自由遊びで雪と存分に遊びます

6;D6;%

雪遊びタイム!
6:D8E%

部屋班行動

スキー靴を合わせたり、シーツ
を引いたり部屋班活動スタート!

6=DEE%

妙高の美味しい夕食!

みんなから大好評の夕食バイキ
ングです! いっぱい食べてね!

6FD6;%

夜の雪ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ?!

夜の雪レクリエーションです。 
みんなで夜の雪世界を体験!

7ED8EG76D8EH77DEE%

お風呂/入浴/就寝

疲れた体をゆっくり入浴して、
明日のスキー備えよう!

10ページ



 / 11 20

こどもたちも、みんなも起床で
す。着替えなど準備します。

　キャンプの過ごし方 (これまでの妙高キャンプの写真で)

>B&C7A:DEE%

起床

朝食もみんなでバイキングで
す。モリモリ食べてパワーに!

<DEE%

朝食

みんなで朝の会をします! 元気
に動いて体をほぐします!

=DEE%

朝の会

スキー場に向けて出発します。
いよいよスキーを楽しむぞ!

しっかり準備体操したら、ス
キー班に分かれてスキー活動!

FDEE%

スキー場に到着!

班ごとにスキー場で昼食などを
取ります。

66DEEG68DEE%

班ごとに昼食
=D8E%

スキー場に向けて出発

68DEEG6:D8E%

スキータイム
6<DEE%

お風呂/入浴タイム

6=DEE%

疲れた体に沁みる夕食!

お腹が空いているから尚、おい
しいよね。いっぱい食べてね。

スキー場のいろんなゲレンデを
試して思いっきり楽しんでね!

入浴タイムで、しっかり体をほ
ぐして疲れをとるよ。
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体を動かし、みんなでアイデア
を出して26日の夜に仕掛けよう

　キャンプの過ごし方 (これまでの妙高キャンプの写真で)

>B&C7A6FD6;%

夜プログラム

各部屋班の班長さんを集めて、
班長さんの会議をします。

7ED9;%

班長会議

今日はちょっと早めの就寝をし
ましょう! 疲れを取ろう!

76D8E%

みんな就寝!

スキー場に向けて出発します。
いよいよスキーを楽しむぞ!

朝食もみんなでバイキングで
す。モリモリ食べてパワーに!

<DEEG=DEE%

朝食

起床後、今日帰る人は身支度な
どもして、帰る準備もします。

>B&C8A:DEE%

起床
=D8E%

スキー場に向けて出発

FDEEG66D8E%

スキータイム!
66D8EG67D8E%

昼食タイム
68DEE%

帰る人は帰路へ

帰る人は19:30に草津駅到着予
定です。連泊の人は続きです。

今日が最後の人は最後のスキー
タイム。スキーを楽しむぞ!

みんなで昼食タイム。ご飯を食
べて、ちょっと休憩。
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スキーキャンプ日程別スケジュール

A日程(24-27日) B日程(25-28日) C日程(25-27日) D日程(26-28日) E日程(24-28日) F日程(24-29日)
12/24【1日目】 12/25【1日目】 12/25【1日目】 12/26【1日目】 12/24【1日目】 12/24【1日目】
7:45 草津駅出発 7:45 草津駅出発 7:43 京都駅到着 7:45 草津駅出発 7:45 草津駅出発
11:00 昼食 11:00 昼食 8:09 京都駅発 11:00 昼食 11:00 昼食
14:30 施設到着 14:30 施設到着 10:25 金沢駅到着 14:30 施設到着 14:30 施設到着
14:40 入所式 14:40 入所式 10:57 金沢駅出発 14:40 入所式 14:40 入所式
15:15 雪遊び活動 15:15 雪遊び活動 車内で昼食 15:15 雪遊び活動 15:15 雪遊び活動
16:30 部屋班活動 16:30 部屋班活動 12:59 上越妙高着 16:30 部屋班活動 16:30 部屋班活動
18:00 夕食 18:00 夕食 14:07 上越妙高発 18:00 夕食 18:00 夕食
19:15 夜雪活動 19:15 夜活動 14:31 関山着 19:15 夜雪活動 19:15 夜雪活動
20:30 入浴 20:30 入浴 バス移動あり 20:30 入浴 20:30 入浴
22:00 就寝 22:00 就寝 15:00 施設到着 22:00 就寝 22:00 就寝
12/25【2日目】 12/26【2日目】 12/26【2日目】 15:10 入所式 12/25【2日目】 12/25【2日目】
6:00 起床 6:00 起床 17:00 入浴 6:00 起床 6:00 起床
7:00 朝食 7:00 朝食 18:00 夕食 7:00 朝食 7:00 朝食
8:00 朝の会 8:00 朝の会 19:15 夜活動 8:00 朝の会 8:00 朝の会
8:30 施設出発 8:30 施設出発 21:30 就寝 8:30 施設出発 8:30 施設出発
9:00 スキー場 9:00 スキー場 12/27【2日目】 9:00 スキー場 9:00 スキー場
スキー活動 スキー活動 ※B日程の27日と

同じスケジュール
スキー活動 スキー活動

11:30 昼食 11:30 昼食 11:30 昼食 11:30 昼食
13:00 スキー再開 13:00 スキー再開 12/28【3日目】 13:00 スキー再開 13:00 スキー再開
16:30 スキー終了 16:30 スキー終了 6:00 起床/身支度 16:30 スキー終了 16:30 スキー終了
17:00 入浴 17:00 入浴 7:45 朝食 17:00 入浴 17:00 入浴
18:00 夕食 18:00 夕食 8:30 退所式 18:00 夕食 18:00 夕食
19:15 夜活動 19:15 夜活動 9:00 施設出発 19:15 夜活動 19:15 夜活動
21:30 就寝 21:30 就寝 9:30 スキー場 21:30 就寝 21:30 就寝
12/26【3日目】 12/27【3日目】 12/27【4日目】 12:00 昼食 【3日目/4日目】 【3日目-5日目】
※25日と同じ ※26日と同じ 6:00 起床/身支度 13:00 出発/帰路 ※25日と同じ ※25日と同じ
12/27【4日目】 12/28【4日目】 7:00 朝食 19:30 草津駅 12/28【5日目】 12/29【6日目】
6:00 起床/身支度 6:00 起床/身支度 8:00 退所式 各駅へ解散 6:00 起床/身支度 6:00 起床/身支度
7:00 朝食 7:45 朝食 8:30 施設出発 7:45 朝食 7:45 朝食
8:00 退所式 8:30 退所式 9:00 スキー場 8:30 退所式 8:30 退所式
8:30 施設出発 9:00 施設出発 11:30 昼食 9:00 施設出発 9:00 施設出発
9:00 スキー場 9:30 スキー場 13:00 出発/帰路 9:30 スキー場 9:30 スキー場
11:30 昼食 12:00 昼食 19:30 草津駅 12:00 昼食 12:00 昼食
13:00 出発/帰路 13:00 出発/帰路 各駅へ解散 13:00 出発/帰路 13:00 出発/帰路
19:30 草津駅 19:30 草津駅 19:30 草津駅 19:30 草津駅
各駅へ解散 各駅へ解散 各駅へ解散 各駅へ解散
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　お迎えや集合について

当団体のリーダーが各駅にお迎えに参ります。 

改札の中でお待ちしています。提出書類の提出や、荷物の確認な

ど、朝少し余裕を持って駅へお越しください。また、リーダー

の到着時間を過ぎていてもリーダーさんが見当たらない場合

は、大至急下記の連絡先へご連絡ください。確認いたします。

 　24日出発の方は、田 中 / うーたん (080-3821-7146) 

 　25日出発の方は、谷 田 /  かいざぁ (080-8940-4038) 

　 26日出発の方は、稲田  /　ふわり  (090-8325-4989) 

団体の公式LINEではなく、 
必ず電話でお知らせください。
忘れ物や延着の場合も同様で、
必ず電話してください。

　初日お迎え  (電車組)

駅名 リーダー 
集合時間

こども 
集合時間

電車　　 
出発時間 駅名 リーダー 

集合時間
こども 
集合時間

電車　　 
出発時間

彦根 6:51着 6:55 7:08 京都 6:43着 6:45 6:56

能登川 7:03着

7:05

7:16 西大路 6:24着
6:30

6:40

近江八幡 6:55着 7:22 桂川 6:26着 6:37

野洲 7:00 7:16 茨木 6:09着
6:15

6:29

守山
7:05 7:10

7:19 千里丘 6:12着 6:26

栗東 7:21 堅田 6:15着 6:30 6:40

草津駅西口 ボストンホテル前 へ 7:30集合 JR比叡山坂本 6:29着 6:35 6:47

南草津
7:00 7:05

7:17 JR大津京 6:42着 6:45 6:54

瀬田 7:14 北山
6:15 6:20

6:28

JR石山
6:55 7:00

7:11 北大路 6:30

JR膳所 7:08 丸太町 6:20 6:25 6:35

大津 6:50 6:55 7:06 三雲 6:32着 6:45 7:02

JR山科 6:45 6:50 7:01 手原 7:03着 7:05 7:16

 　24日出発の方

 　25日出発の方

12/24・12/25出発の方、共通スケジュールになります。駅到着後、チャージ

や切符の購入・トイレ等を集合時間までに必ずお済ませください。
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　26日お迎え (電車組)

 　26日出発の方 12/26出発のみなさんは、電車で妙高高原まで行きます。

駅名 リーダー 
集合時間

こども 
集合時間

電車　　 
出発時間 駅名 リーダー 

集合時間
こども 
集合時間

電車　　 
出発時間

彦根 6:51着 6:55 7:04 京都 0番ホームに面した改札に8:00集合

能登川 7:03着
7:05

7:15 西大路 7:45 7:50 7:58

近江八幡 6:55着
7:23

桂川 7:40 7:45 7:55

野洲 7:10 7:15 茨木 7:20 7:25 7:36

守山 7:15 7:20 7:27 千里丘 7:15 7:20 7:33

栗東 6:55 7:00 7:12 堅田 8:45 8:50 8:57

草津 7:15 7:20 7:31 JR比叡山坂本 8:15 8:20 8:30

南草津 7:20 7:25 7:34 JR大津京 8:05 8:15 8:26

瀬田 7:20 7:25 7:35 北山 7:30 7:35 7:46

JR石山
7:25 7:30

7:39 北大路 7:35 7:40 7:48

JR膳所 7:42 丸太町 7:40 7:45 7:54

大津 7:30 7:35 7:44 三雲 6:50 7:00

JR山科 7:35 7:40 7:49 手原 7:05 7:14

　お迎え (現地組/多賀SA組)

(1)くさつ駅西口ボストンホテル前

　　←この黒いマークの場所のど
ちらかにバスが発着します。なの
で、こちらに乗用車で来られて、
止められるとバスが停車できませ
ん。違う場所にしていただくか、
エースクエアの駐車場をご利用して
ください。星印の集合地点で 
トイレ確認などを行います。

(2)多賀SA 東京方面側 スタバ前に 8:30頃到着です。集合お願いします。
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　帰りの各駅解散時刻

全日程共通スケジュールになっています。全スケジュール予定では、19:30に草津駅到着後解散となって

います。お迎え駅と変更される場合などは早めにお知らせください。

駅名 電車到着時間 改札解散時間 駅名 電車到着時間 改札解散時間

彦根 20:16

1分後

京都 19:51 5分後

能登川 20:03 西大路 19:56

1分後
近江八幡 19:55 桂川 19:58

野洲 19:47 茨木 20:25

守山 19:44 千里丘 20:28

栗東 19:41 堅田 20:22

1分後草津 19:20到着見込み JR比叡山坂本 20:15

南草津 19:30

1分後

JR大津京 20:09

瀬田 19:33 北山 20:15

1分後JR石山 19:36 北大路 20:14

JR膳所 19:39 丸太町 20:08

大津 19:42 三雲 19:45
1分後

JR山科 19:46 手原 19:31

多賀SA到着予定時刻は 18:30から18:45を予定しています。

また、帰りの日程は、雪や道路の交通状況により大幅に前後することがあります。大雪などの影響が

あれば、そのまま電車や帰りのバスに影響がありますので、前もってご承知の上ご理解ください。

　電車の注意事項

■各駅から切符を購入される際は、必ず草津駅までの切符と、往復では買わず、出発日の切符と帰り

の切符のお金を渡すか、帰る日の切符を窓口で指定してお買い求めください。当日に往復切符を買わ

れても、当日有効のため使えなくなります。 

■リーダーたちも電車で各駅にお迎えにいきます。到着が遅れることもあります。駅掲示板で、反対

方向の列車に遅れがあれば到着に遅れる場合があります。その際はしばらくお待ちください。 

■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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　安心・安全なキャンプを目指して/その1

日頃より当団体のキャンプは、1つずつ丁寧に作っています。そのため大変時間を要してしまうこと

は皆様に申し訳ない限りです。リーダーと一緒に企画し、リーダーと一緒に内容を把握するだけでな

く、どういう動きをすればこどもたちにヒットしたり、伝わったり、考えてもらえるかということを

真剣に毎時、毎年やっているキャンプでも、再度検証して作り直しています。 

それでも、万が一の事態は発生したり、トラブルが発生することもありますので、皆様の方でも以下

の確認を必ず行ってください。

万が一の保険 
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/賠償責任に関する保険を
つけています。こちらは参加費に含まれています。 

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9:00 から 17:00 までのみ受付  
12:00-14:00はお昼休み 担当 北村さん)

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。

当団体/現地対策本部 

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。 

また、緊急時は電話(通常の電話)が早く対応でき
ます。LINEを知っているからとLINE電話をされ
ると通常電話の回線に割り込み、大事な内容が
キャッチ音で聞こえなくなります。緊急時は通常
回線電話でお願いします。ただし、例外として災
害時は通常回線が使えません。その際はWI-FIが
ある場所だとSNSを使った電話がつながりやすく
なりますので、その際のみLINE通話でご連絡す
ることがあります。

災害発生した場合気象条件が変わった時 
災害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・LINE・Instagram
を使い、情報を発信します。雪崩の起きやすい気温などの情報なども確認し、想定して安全な場所にて実施します。 
また、災害発生時は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安全に活動を行います。ホワイトア
ウトが発生した際も活動を中断します。様々な気象条件は察知した時点中断。 

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/豪雪 一時的な活動中断/安全な場所で待機

雪崩/ホワイトアウト 即座退避/安全な場所で待機
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　安心・安全なキャンプを目指して/その2

緊急搬送が必要な事態 / コロナ・インフル陽性が出た場合 

怪我や体調不良が当日に発生した場合は下記のような対応を行います。コロナやインフルエンザでも同様な対応にな
ります。下記の対応法を確認してください。 

【体調不良/コロナの疑い・インフルの疑い】 
①発症を確認 → ②検温 → ③施設内の事務棟の上にある保健室に隔離/うーたんが対応  → ④外来/病院へ 
→ ⑤病院にてコロナの可能性やインフルの可能性など関係なく、検査します   
→ ⑥万が一陽性だった場合は、保護者の方に現地まで迎えに来ていただきます。 
※参加されてる皆さん全員にも経過含めご報告伝達いたします。 
→陰性の場合は、施設に帰り様子を見て経過判断します。 

【怪我の場合】 
①発生→ ②怪我の確認 → ③施設と相談し、保護者さんにも即座連絡し対応を協議 → 搬送または治療で処置 

マスクを徹底して、館内で着用し黙食などのルールを徹底すれば、政府見解としても施設対応としても濃厚接触者に
当たりません。そのままキャンプの継続ができます。 
　↓ 
これにあたり、基本的に寝る時も含めてマスクの着用と換気の徹底、コロナ対策の徹底で、全ての日程が終わるよう
にキャンプまでの体調管理なども十分、ご家族皆様の動向含めて慎重にお願いします。

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。

感染症対策として皆様にお願いしたいこと
・全日程、朝・夕の検温の実施 
・移動バスの換気体制の徹底 
・バス乗降時の手指の消毒の徹底 
・リーダーひとりひとりにビオレ弱酸性消毒液を配布しい
ています。これにて全員が徹底した消毒後の飲食 
・また、朝昼夕は石鹸で手を洗ったのちに、綺麗な手での
うがい、そして消毒。配膳時の手袋着用 
・部屋内の寒気と乾燥を防ぐ対策として、濡れタオルを干
す。一箇所空気の動線を開ける 
・飲食時・活動時含むマスクの着用 
・外での雪活動とスキー活動はマスクを外して、ネック
ウォーマーでマスク代用 
・寝るときの頭の向きなどを極力話すなど対応いたします

・高学年の女の子などで生理がある場合は、女性リーダーに保護者様と直接対応してもらえます。また、施設も通
常のお風呂とは別のゲストルームシャワーというシャワールームを使用できるように手配しています。 
・おねしょやおむつが心配な方もおられます。オムツを持参される方、こっそり着替えさせて欲しいなどもちろん
対応いたします。また、おねしょなどでシーツや布団を汚されるとその費用が別途発生し参加者様負担です。 
・しっかりこういう機会を練習に対応いたします。お気軽にお申し出ください。他のお子さんに多言することあり
ません。他にもアレルギーやバス酔いなども詳細なこともできる範囲で対応いたします。



〈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。 

〈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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最後に必ず利用規約をご一読いただき、宣誓書に同意してください。
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