
 

 

 

  募集要項 

たくさんおしゃべりして、のんびり、楽しもう！  

 

 10月から来年２月にかけて、約１か月に１回行う行事で、学生たちとたくさん話し、ありのままの姿を

たくさん認めてもらうことで、自己肯定感を高めていくことがねらいです。 

   毎回､大学生約25人が参加します。学生たちは、子どもたちと接することが楽しみで、熱心に準備を重

ねて、行事を行います。そして学生たちは、ずっと子どもたちの気持ちに付き合います。 

  実際、宿泊体験で子どもは大きく成長することが多いです。 

 お兄さんお姉さんと楽しく遊ぶ経験の積み重ねが、本人の成長につながっていくようにと願っています。 

 

〔とき ・ ところ〕 

    10月13日(日)      【10月デイキャンプ＆保護者交流会】あいち健康の森公園(大府市) 

    11月  ９日(土)､10日(日) 【11月１泊キャンプ】春日井市少年自然の家（春日井市） 

    12月15日(日)      【12月デイキャンプ】東海市しあわせ村（東海市） 

2020年２月15日(土)､16日(日)【２月１泊キャンプ】 愛知県美浜少年自然の家（美浜町） 

   ※４回の行事のうち、宿泊１回を含む２回以上にご参加いただく予定であればお申し込み OKです。               

 

〔対 象〕小学３年生から中学３年生で､学校生活にストレスを感じ､大学生との交流を必要としている子 

ＬＤ､ＡＤＨＤ､自閉スペクトラム症、ダウン症などの子も含む。定員３５人 

 

〔主 催〕ＮＰＯ法人アサヒキャンプ名古屋 

 

〔後 援〕愛知県教育委員会 名古屋市教育委員会 愛知県自閉症協会つぼみの会 

     あいちＬＤ親の会かたつむり ディスレクシア協会名古屋 

     星の子ステーション 個性の強いこどもを地域で支える会 

     ダウン症親の会エンジェル 江南市保護者会トゥッティ 

     子ども支援室カシオペア 



 

〔グループ構成〕 子ども４人～５人にアサヒキャンプカウンセラー２人で、１グループを構成します。 

           男女別で計6～8グループ。そのまわりを学生約１０人がサポートします。 

※グループ分けおよび担当カウンセラーについては、当団体で決めさせていただきます。 

〔運営スタッフ〕 

アサヒキャンプカウンセラー（大学生）約２５人 

ＮＰＯ法人アサヒキャンプ名古屋 事務局スタッフ２人（全体責任者：中久木俊之） 

 

〔参加費〕 10月・12月デイキャンプ  各3,000円（別途昼食代500円） 

      11月１泊キャンプ16,500円 2月１泊キャンプ17,500円（現地までの交通費は別途） 

     ※ 施設利用費、食費、保険料、大学生キャンプカウンセラーの交通費など。行事ごとに集めます 

※ 当法人の行事参加の年度初回利用時に利用者年会費2,500円が別途必要 

 

〔申込ご検討の方向け説明会〕※初申込者の方もご参加いただきますようお願いします 

              ９月  7日(土)午後1時15分～2時30分 アサヒキャンプ事務所 

              9月21日(土)午後1時15分～2時30分 アサヒキャンプ事務所 

                        内容 各行事の概要とねらい、スタッフの紹介など 

〔プログラム〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月13日（日）【10月デイキャンプ】 

『テーマ 新しい仲間との出会い』 

１０：００ 集合 開村式 

      レクレーション 

      昼食 

      グループタイム 

１３：００ 保護者交流会 

１５：３０ 保護者交流会終了 

１６：００ 解散 

２月15日(土)16日(日)【２月１泊キャンプ】 

『テーマ 新たな一歩を踏みだそう』 

２月１5日（土） 

１０：００ 名鉄神宮前駅集合、出発 

１１：３０ 名鉄内海駅着 

１２：００ 美浜少年自然の家着 

      開村式 グループタイム 

１７：００ 入浴 夕食 

１９：００ グループタイム 

２２：００ 就寝 

２月１6日（日） 

 ６：３０ 起床 

 ７：００ 朝のつどい・朝食 

 ９：００ レクレーション 

１２：００ 昼食・閉村式 

１４：００ 内海駅へ移動 

１６：３０ 名鉄神宮前駅 解散 

 

 

 

12月15日（日）【１２月デイキャンプ】 

『テーマ  いっぱい話して楽しもう』 

１０：１０ 集合 

１０：２０ 開村式 

      全体交流ゲーム 

１１：２０ 調理 昼食 

１３：００ グループタイム 

１５：００ 閉村式 

１５：３０ 解散 

11月9日、10日【11月１泊キャンプ】 

『テーマ 秋の山でいろんな人と楽しむ』 

１１月9日（土） 

１２：４５ 現地集合（遅れて参加ＯＫ） 

１３：１５ 開村式・グループタイム 

１５：３０ 夕食作り 

１８：３０ レクレーション 

２０：００ 入浴 

２２：００ 就寝 

１１月１0日（日） 

 ７：００ 朝のつどい 

 ７：３０ 朝食 その後、グループタイム 

１２：００ 昼食 

１３：００ グループタイム 

１５：００ 閉村式 

１５：１５ 現地解散 



 

※ プログラムは施設の状況により、変更することがあります。 

※ 電子ゲーム機、携帯電話などは持ち込み厳禁です｡ご協力お願いします。 

 

〔集合・解散〕 各行事のくわしい案内は約１か月前に郵送でお知らせします。 

 

〔宿泊行事保護者への報告会〕11月23日(土)午後２時～3時30分 アサヒキャンプ名古屋事務所(予定) 

           2020年３月14日(土)    〃           〃           (予定) 

 

〔申し込みから参加までの流れ〕 

①  申込書記入   所定の申込書（複写したものでもＯＫ）にもれなく記入し、写真を貼ってください。 

   

②  申し込み   第1次締切日＝8月31日（土）必着。 

           〒456-0024 名古屋市熱田区森後町7-14 沼田ビル３階 

                   ＮＰＯ法人アサヒキャンプ名古屋 ひだまりキャンプ係 

        人数枠がある場合（定員に達していない場合）は、その後も順次、定員に達するまで 

        受付をしていきます。最終締切日は10月5日（土）です。 

 

        ８月31日（第1次締切）までにお申し込みをされた方で、アサヒキャンプ初参加の 

        方には9月７日(土)の説明会にご参加いただきますようお願いします。 

         

③  資料送付    行事ごとに、郵送で行事案内、郵便振替用紙、詳細などの資料をお届けします。 

         10月の詳しい行事案内は９月 18日までに詳しい案内を送付します。 

 

④ 参加費納入   行事ごとに、郵便振替か銀行振込（または当日）で、納めていただきます。 

 

〔安全管理〕 

・ひだまりキャンプでのケガや事故を未然に防ぐため、活動場所の下見、カウンセラー研修の実

施、危険を最小限にするための安全対策などを行っておりますが、危険や事故がないというこ

とを保証するものではありません。 

・全体の安全な運営のため,時に参加をご遠慮いただくようお願いすることがあるかもしれません。 

・各会場は、車で15分～30分の場所に複数の病院があり、何かあった時は、すぐに診察してい

ただきます。また、当団体の学生カウンセラーは、活動中の事故などに備え、日本赤十字社の

救急法の短期講習を受けています。 

・万が一に備えて、参加者は愛知県社会福祉協議会の「ボランティア行事用保険」(三井住友海上

火災保険)に加入します。(費用は参加費に含まれます)  

 

〔写真・ビデオについて〕 

     キャンプの写真や記録ビデオは、参加者に有料でお分けしています。キャンプ中の様子を知りた 

     いという保護者の要望に応えるためです。ご承知下さい。 

 

〔個人情報について〕  参加者より取得した個人情報は、法令を遵守しキャンプ運営にのみ使用します。 

申込書は返却致しませんので、ご承知いただきますようお願い申し上げます。 

 

〔参加の申し込み・申込書請求・問い合わせ先〕 

    ＮＰＯ法人アサヒキャンプ名古屋 〒456-0024名古屋市熱田区森後町7-14 沼田ビル３階     

                         TEL052-908-0623 FAX052-908-0635 

                            E-mail：asahicamp.nagoya@gmail.com  

                                  http://asahicamp.nagoya/ 

 

mailto:asahicamp.nagoya@gmail.com


2019年 アサヒひだまりキャンプ申込書（用紙の複写OK） 
 

ふりがな            ◇生年月日     男・女 

◇参加児名              年  月   日生 満   歳 

 

◇学校・学年      立       小学校・中学校    学年 

                   （通常学級・特別支援学級） 

◇住所 〒   -                        

                                                                  

◇電話        （     ）                

◇緊急時の連絡先         TEL    （   ）      

◇メールアドレス                          

◇家族構成 

 

 

 

 

 

 

 
◇診断 ※LD、ADHD、自閉スペクトラム症、ダウン症などの診断を受けたことのある方は、診断名、年月、その時の年齢をお書き下さい。 
       複数の診断名のある方は参考として教えて下さい 

        年    月   歳のとき 診断名：          

◇健康・生活 

身長      ｡   ｃｍ 体重  

血液型     型    ＲＨ 平均体温  

視力 右   ．   左   ． メガネ・ｺﾝﾀｸﾄ 右   ．   左   ． 

車酔い 無 ・ 有（薬の使用 有・無） 生理 無・有（自分で処理・支援が必要） 

排便 １日   回（    時頃） 排便の後始末 自分でする・支援が必要 

夜尿 無 ・ 有（毎晩・ときどき） 夜中にトイレへ 行く・ときどき・行かない 

就寝 午後    時頃 一人・添い寝 就寝時の明かり つけたまま・豆電球・真っ暗 

起床 午前    時頃 睡眠時間  約    時間 

洗顔・歯磨き 自分でする・声かけが必要 

食物アレルギー （あれば詳しく） 

好きな食べ物  

嫌いな食べ物  

◇健康上の留意点 

 発作  起こしたことが ない ・ ある  最近の発作    年   月   歳のとき 

     発作の種類と対処方法 

 薬(申込時) 無 ・ 有（薬の飲み方 １日  回、自分で飲む ・ 声かけが必要 

   薬の名前                   ピリン系のアレルギー 

                          その他のアレルギー 

 

◇いままでにかかった大きな病気  無 ・ 有 （   歳のとき           ） 

 

 

◇その他健康上の留意点をくわしく教えて下さい（記入例：吸入が必要だが、自分でできる） 

                                          （次頁あり） 

    氏 名 年 齢 続 柄 学年など 携帯番号(保護者携帯は必須) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    写真 

 

スナップ写真でＯＫ 

 

2019年夏キャンプ 

申込者は不要です 



◇学校生活での悩みや困りごとなど、差し支えなければ教えて下さい 

 

 

 

 

◇申込時点での予定（参加〇  不参加×  未定？） 

[  ] 10月13日(日)      【10月デイキャンプ＆保護者交流会】あいち健康の森公園(大府市) 

[  ] 11月9日(土)､10日(日)  【11月１泊キャンプ】春日井市少年自然の家（春日井市） 

[  ] 12月15日(日)      【12月デイキャンプ】東海市しあわせ村（東海市） 

[  ]2020年２月15日(土)､16日(日)【２月１泊キャンプ】愛知県美浜少年自然の家（美浜町） 

 

 

◇キャンプ参加希望の動機やキャンプへの期待など 

 

 

 

 

◇アサヒキャンプ名古屋の活動を初めて知ったきっかけを差し支えなければ教えて下さい 

 

・案内チラシ ・知人から ・学校から ・HP ・FB ・親の会（       ）・支援員養成講座 

・その他（        ） 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

◇お子さんの特徴に配慮したキャンプを行うため、特徴や留意点を教えて下さい。 

 （特にマンツーマンでの対応が必要なことがあれば詳しく教えて下さい） 

 ☆現在、とても興味のあることや好きな遊びと留意点 

 

 

 

 

 ☆対人関係、コミュニケーションについての特徴と留意点 

 

 

 

 

☆ことばの表現やその理解についての特徴と留意点 

 

 

 

 

☆その他、生活面、行動面、運動面についての特徴と留意点（感覚の特性など） 

 

 

 

 

 

 

 

※申込書に書かれた個人情報は、個人情報保護法を遵守しアサヒキャンプを運営するためにのみ使用します 


