
2022年 NPO法人アサヒキャンプ名古屋 活動紹介   

アサヒに参加し､無事､高校に進学した佐治ひであき君と

お母様のインタビュー動画 をＨＰ、ＦＢ、

インスタグラムに掲載しま した。学生とた

くさん遊び､話し､多くの人 から認められる

体験は､自己肯定感を高め、前向きな気持ちが育ちます。「楽

習会」「マイスペース」も､来た時と帰る時の表情が全然違

う子がいます。発達障害やグレーゾーン、不登校のお子さ

んも､一度､試されてはいかがでしょうか！ 2022.5.14版 

 私たちは、小中学生約３０人と、大学生のアサヒキャン

プカウンセラー２５人が屋外や室内で一緒に楽しむ行事を

行っています。多くの学生に承認欲求を満たされることが

特色です。大きな利点は次の５点です。 

①小学 3.4 年頃、学習や友人関係に課題がある子たちが、

学生にたくさん認められて自己肯定感が回復、高まります 

②遊びを通して人と関わる練習、人への興味を育てます 

③学校宿泊研修の練習、生活スキルの向上に役立ちます 

④小学 3.4 年から中学 3 年生の間はいろいろな課題が生ま

れますが、学生とのつながりは二次障害の予防になります 

⑤お兄さんお姉さんをモデルにして、意欲が高まり、将来

の目標設定につながります 

 原則として小３から中３の子どもたちが対象、発達障害、

LD、ADHD、ASD(自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症)、ダウン症、知的障害、不

登校などの子も参加できます。 

 原則として子ども４、５人のグループを学生２人が担当、

周囲からサポートする学生もいます。  

 説明会→１泊(２泊)→デイキャンプという３回セットの

間、同じグループ編成で活動します。 

 行事中はスマホ、ゲーム機は使用禁止です。リアルに徹

して遊びます。 

 月１回土曜日午前に楽習会、マイスペース、マイスペー

スミニという２時間程度の行事も事務所で行っています。 

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

初めての方向け説明会（無料） 

 アサヒキャンプご検討の方を対象とした説明会を事務所

で年間を通じて行います。宿泊キャンプや楽習会、マイス

ペース、学生についてなど。ご興味のある方は事前にご連

絡の上、お越し下さい。お子さんもご一緒にどうぞ。 

13 時受付開始、13 時 15 分から 14 時 30 分まで。写真を見

ていただきながら詳しく説明します。 

今後の開催日時（2022年 4月） 

 ①5月28日(土)13:15-14:30 ③ 6月18日(土) 13:15-14:30 

 ②6月 4日(土)  〃   

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

学生ボランティアについて 

 4月、多くの学生が事務所に来て下さり、男女各７人、計

14人が 68期として仲間に加わりました。心理､教育､福祉専

攻などの意欲あふれる学生たちです。お楽しみに！ 

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

宿泊キャンプ・デイキャンプ紹介 

2022年●春の川のほとりキャンプ  4月行事まで終了 

説明会:3月 6日(日) 東海市しあわせ村 

3月 1泊:3月 26日(土)27日(日)春日井市少年自然の家 

※ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ:4月 17日(日)､5月 29 日(日) 

対象:新小３～中３  30人 

参加費:説明会と 1泊 2日計 19,500円 

（別途前期利用者年会費 2,500円） 

屋外での活動、小グループ活動を楽しみます。 

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

2022年●夏いろキャンプ  小３～中３ 

説明会:   7月 10日(日) 東海市しあわせ村  

夏 2泊ｷｬﾝﾌﾟ A日程:8月 9日(火)-11日(木) 

      B日程:8月 16日(火)-18日(木) 

 乙女渓谷(岐阜県中津川市加子母) 

ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ   A:9月 11日(日) B:9月 18日(日) 

参加児：小 3～中 3 参加費：31,000円ﾃﾞｲ 3,300円ほか。 

    別途:後期(7-12月)利用者後期年会費 2,500円 

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

2022年●夏の川のほとりキャンプ 小２～中３ 

説明会   :7月 17日(日) 東海市しあわせ村  

夏 1泊ｷｬﾝﾌﾟ:8月 22日(月)23日(火)春日井市少年自然の家 

ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ  :9月 25日(日) 東海市しあわせ村 

参加児：小 2～中 3 参加費：説明会と 1 泊 2 日計 19,500

円ﾃﾞｲ 3,300円(後期利用者年会費 2,500円） 

学校宿泊行事の練習にどうぞ！ 

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

2022年●ひだまりキャンプ 秋冬４回の行事 

10月ﾃﾞｲ：10月 16日(日)あいち健康の森公園 

秋ｷｬﾝﾌﾟ：11月 12日(土)13日(日)春日井市少年自然の家 

12月ﾃﾞｲ：12月 11日(日)東海市しあわせ村 

2月 1泊：2023年 2月 18日(土)19日(日)美浜自然の家 

対象:小３～中３、定員 35人。宿泊１回､デイ１回の２回 

   以上の参加で申込 OK。リフレッシュするところです。 

参加費:ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ 3,300円 11月１泊 17,500円ほか 

   ※秋から冬の居場所です。たくさん話そう！ 

･･････････････････事務所での行事････････････････････ 

 ●楽習会  

 月１回、土曜日午前。  

  マンツーマンで 20

分学習､10 分休憩を 3

セット｡その後は友だ

ちとの会話が上手にな

るよう､会話中心の SSTを行います｡１回 3,300円、定員 8人 

第 2期 4/9土、5/7土、6/4土 10:00-12:00 

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

●マイスペース 

 マンツーマンで遊びます。学生に興味を持ったり受け入   

 れられる体験を積んでいきます。１回 3,300円。定員 5人 

 第 2期 4/16土、5/14土、6/18土 10:00-12:00 

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

●マイスペースミニ（体験会） 

 初めての人に参加しやすいマイスペースの10分短いバー

ジョンです。マンツーマンで遊びます。学生に興味を持っ

たり、認められる経験を積んでいきます。１回 3,300 円。

定員 5人 

第 2期 4/23土、5/21土 6/25土 10:00-11:50、 

※各種要項申込書はＨＰからダウンロードできます。 



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

 ※JOY ﾌﾙｷｬﾝﾌﾟは小中学時代にアサヒキャンプ参加した子が対象 

アサヒキャンプの各行事の申込方法 

 行事ごとに毎回、申込書を書いていただく方法を取って

います。最新の情報に対応させていただくためです。過去

１年間にアサヒの活動に参加された場合は写真は不要です。 

ホームページ、Facebookからダウンロードできます。 

アサヒキャンプのルール 

●スマホについて 行事中は使用禁止です。 

●保護者への報告について 

 宿泊キャンプにつきましては、アフターキャンプ等で子

どもの様子をビデオ、写真、担当学生からの話で保護者の

方にお伝えする機会を設けています。 

●写真について 

 基本的に写真は公表しません。写真を公開させていただ

く場合は、事前に保護者の方に諾否をお聞きし、ご了承を

得た方のお写真のみ公開させていただきます。その場合も

写真以外の個人情報は一切出しません。 

●学生の情報について 

 本名、所属大学、学部はご参加いただいたキャンプごと

に参加者にお伝えしております。それ以上の学生の個人情

報の提供は原則として行いません。 

アサヒキャンプの学生たち 

 大学での専攻は心理、教育、保育、福祉を学ぶ学生が８

割です。毎年４月に大学１．２年生を対象に募集、総勢約

40 人。行事ごとに役割を決め、事前事後に学生全体で情報

を共有しながら活動しています。 

 多くの経験を積んだ先輩が後輩を支援、安全かつ楽しい

行事運営を行いながら、お子さんとのかかわりを通じて学

生もスキルアップしていきます。 

●大学生の進路 

 教員、臨床心理士、医療、保育、福祉、一般企業など。 

子どもたちと接する機会、保護者とお話しする機会が多く、

子どもと楽しい時間を過ごし、組織の中で役割を担当した

経験は、就職活動の面接で大いに役立ち、第１希望の仕事

に就きやすくなると多くの先輩たちは話しています。 

参加の利点、効果は 宿泊研修の練習にもなります 

 宿泊キャンプを終えた後、保護者から、荷物の準備や整

理をすすんでやるようになった、食事作りを手伝ってくれ

るようになった、食べられる物が増えた、学生やお友だち

を意識して感情が豊かになってきた、将来大学生になって

アサヒキャンプに参加したい、自己表現が上手くなり学校

での友だち関係が良くなった、などの声をよくお寄せいた

だきます。その一部を Facebookで保護者の了承を得て発信

しています。 

●表彰 2017年 9月:愛知県知事表彰、2016年 11月、 

    名古屋市長表彰を受けました。 

●組織・会員 

2021年会員数 正会員 57人 賛助会員 16人 計 73人 

理事長 栗本豊 

理事･事務局長 中久木俊之 

理事 繁昌成明（心理療育研究所トマニ教室、臨床心理士） 

事務局 役員他カウンセラーOB約 10人で構成。 

●会員募集とご寄付のお願い 

 ご支援よろしくお願い申し上げます。 

 利用者年会費前期(1-6月)、後期(7-12月)各 2,500円 

 正会員 5,000円（2022年１月～12月。入会金不要） 

 賛助会員 2,500円（一口）郵便振替 00870-5-134235 

     銀行口座 三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 1791730 

     特定非営利活動法人アサヒキャンプ名古屋 

 正会員､賛助会員､寄付者の方には翌年 2 月中旬までにその年度

の活動報告書を送付します。 

 

連絡先 アサヒキャンプ名古屋 中久木俊之（事務局長） 

〒456-0024 名古屋市熱田区森後町 7-14 沼田ﾋﾞﾙ 3階 

電話 052-908-0623 FAX052-908-0635 

メール asahicamp.nagoya@gmail.com 

ＨＰ   http://asahicamp.nagoya/ 

          ホームページＱＲコード 

インスタグラムもあります 

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

フェイスブックＱＲコード 

 

 

 

 

 

年間行事スケジュール 

１月            第 1期楽習会・ﾏｲｽﾍﾟｰｽ・ﾐﾆ 

２月 春ｷｬﾝﾌﾟ申込締切       〃     〃 

３月 春ｷｬﾝﾌﾟ説明会 １泊ｷｬﾝﾌﾟ   〃          〃 

４月 春 4月ﾃﾞｲ       第 2期楽習会・ﾏｲｽﾍﾟｰｽ・ﾐﾆ 

５月 春 5月ﾃﾞｲ                    〃     〃 

６月 夏ｷｬﾝﾌﾟ締切  JOY ﾌﾙｷｬﾝﾌﾟ   〃     〃 

７月 説明会        第 3期楽習会・ﾏｲｽﾍﾟｰｽ・ﾐﾆ 

８月 夏いろｷｬﾝﾌﾟ 2泊 川のほとりｷｬﾝﾌﾟ 1泊 

９月 各ｱﾌﾀｰｷｬﾝﾌﾟ ひだまり秋冬ｷｬﾝﾌﾟ締切 

10月 秋ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ      第 4期楽習会・ﾏｲｽﾍﾟｰｽ・ﾐﾆ  

11月 秋１泊ｷｬﾝﾌﾟ         〃     〃 

12月 12月ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ JOY ﾌﾙｷｬﾝﾌﾟ   〃     〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿革   1955 朝日新聞名古屋厚生文化事業団内に設立 

(歴史) 1972 仲間（不登校児）キャンプ開始（～2009） 

    1973 障害児健常児合同キャンプ（～2012） 

    1988 川のほとり(LD児)キャンプ（～現在） 

    1995 仲間キャンプ半年間の活動に移行 

    2004 春休み川のほとりキャンプ（～現在） 

    2007 NPO法人設立 

    2008 事務所移転で現在地へ 

    2010 ひだまりキャンプ（～現在） 

    2011 楽習会（～現在） JOYふるキャンプ（～現在） 

    2013 夏いろキャンプ（～現在） 

    2015 ﾏｲｽﾍﾟｰｽ（～現在）2021 ﾏｲｽﾍﾟｰｽﾐﾆ（～現在） 

 

 

 


