
夏の川遊びキャンプ '22
1泊2日ワクワクコース

実施要項

主催・連絡先

NPO法人ミライノタネ
TEL： 0856-74-0100 / 080-7044-8023（担当：岸田・森本）

E-mail：mirainotane2019@gmail.com
Adress：島根県鹿足郡津和野町枕瀬265

mailto:mirainotane2019@gmail.com


実施概要
日程 7/29(金)～7/30(土)・8/10(水)～8/11(木/祝)

どの日程も基本的な行程は同じです。

集合 8:45～9:05@日原駅前
https://goo.gl/maps/i18aLRpBENxpX4RRA
※JR山口線の利用もok！
9:02日原駅着のスーパーおき(新山口行)、8:06日原駅着の山口線（益田行）
→汽車利用の場合には必ず事前にご連絡ください

解散 15:00ごろ＠枕瀬山キャンプ場（活動の進捗により若干前後する場合あり）
https://goo.gl/maps/ZeRaRyDB2myZt872A

活動場所 枕瀬山キャンプ場および高津川 東枕瀬地区の川原
（鹿足郡津和野町枕瀬・日原大橋の上流側）

対象 小学1～6年生（お子さまのみの参加)

ランチ交流会
２日目の昼は保護者の皆さんにも合流していただき、一緒にカレーライスを食べま
しょう！キャンプでのお子さまの様子や子育てのあれこれを楽しく気軽に分かち合え
る時間にもできたら嬉しいです。（参加は任意です）

参加費 12,000円（体験料、食材費、保険代、子どもの保護者交流会費、消費税込み）

ランチ交流会：保護者：500円、兄弟姉妹：0円

参加費の振込 参加されるイベントの開催日の7日前までにお振込みください。
●ゆうちょ銀行
五三八支店 - 普通預金 - 口座番号: 1577213  口座名義: NPO法人ミライノタネ
（記号番号15370-15772131）

※7日前までにご連絡がなく、かつご入金がない場合、参加者側の都合によるキャン
セルとみなし、所定のキャンセル料を頂戴する場合がございます。キャンセルの際は
必ずご連絡をお願いいたします。

活動の流れ ＜１日目＞
受付
はじまりミーティング
テント設営
鮎のつかみどり、川遊び
昼食
川遊び
夕食づくり
ナイトプログラム

＜２日目＞
朝食づくり
自由遊び
テント撤収
ランチパーティ
片付け
ふりかえりミーティング

雨天時対応 ・雨天決行、河川増水時には別会場（森林）でのプログラムに変更の場合あり
・警報発令等で中止となる場合あり（当日朝7時までにメールにて連絡）

https://goo.gl/maps/i18aLRpBENxpX4RRA
https://goo.gl/maps/ZeRaRyDB2myZt872A


活動内容における留意事項

１．川に入る際は、泳ぎが得意なお子さまであっても全員、ライフジャケットの着用を徹底しております。

２．お風呂は川原で水着のままドラム缶風呂に入るか、キャンプ場のシャワー（有料）をご利用いただけま
す。

３．宿泊は班ごと（男女別）にテントで寝袋で寝ます。 （荒天時は屋内避難の場合あり）

４．食事の献立は以下を予定しています。（その時期の食材により一部変更する場合があり）
　　1日目昼：鮎の塩焼き、味噌汁、羽釜ごはん
　　1日目夜：スタミナ丼、味噌汁、魚のフライ（釣れた場合）
　　2日目朝：パン、ソーセージ、サラダ
　　2日目昼：カレーライス（保護者も合流してランチパーティ）

５．枕瀬山キャンプ場のトイレは現在、仮設トイレ（洋式）になっています。川遊びの際には近くの集会所
のトイレをお借りします。

安全管理における注意事項

１．活動は野外で行うものが多く、それらにはリスクも存在します。主催者は、参加者への危険を最小限
にするための安全対策を行っていますが、参加者にとって、設備、備品、活動において危険や事故
が全くないということを保証するものではありません。

２．怪我・病気の発生時は必要に応じて現場での応急処置、医療機関への受診を行います。参加者は保
険加入しており、その範囲内で保証します。それ以上については、参加者、および、その保護者にご
負担いただきます。

３．健康管理の重要性を十分理解し、事前の健康管理には十分気をつけてご準備ください。スタッフの指
導をよく聞き、自分の身は自分で守る・周りにケガをさせないことを心がけてご参加ください。健康調
査表や当日調査票には正確な記入をお願いします。

４．気象状況、川の水位の状況などにより、安全を考慮して、プログラムの内容が予告なく変更されること
がございます。

５．参加者が守るべき諸事項、主催者側の指示に従わないことにより、または自らの健康状態もしくは過
失により、活動中に発生したいかなる事故、事件、負傷について主催者は責任を負いかねます。



コロナ対策について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、最新の情報をもとに安全なプログラム実施に向けた体制づく
りをしております。参加者の皆さまにも以下のことにご協力をお願いいたします。
リスクを完全にゼロにすることはできませんが、適切な対策をしながら子どもたちの健やかな育ちの場を
出来る限り保証していきたいと思っております。

１．今回の活動は津和野町、吉賀町、益田市、浜田市、山口市などからの参加が見込まれます。今後、ご
自身の居住地域で感染が拡大した場合などは、参加を取りやめていただきますようお願い申し上げ
ます。

２．発熱・咳・息切れ・全身痛、倦怠感などの症状がある場合や、開催日から2週間以内に海外渡航歴が
ある場合、緊急事態宣言中の都市への往来がある場合などには、参加を取りやめていただきますよ
うお願い申し上げます。

３．当日受付時の検温で37.5℃以上の発熱がある場合等には、参加をお断りする場合があります。スタッ
フも体調管理を徹底します。

４．調理・配膳時や、密接時等にはマスク着用の声かけをする場合があります。
　　それ以外では基本的には屋外での活動であり、マスク着用による熱中症等のリスクも考えられるた

め、マスク着用は強制にはしません。不安な場合には各家庭でマスク着用についてお子さまと話し
合いのうえご参加ください。

５．活動中は食事前などこまめに手洗い・消毒を行っていただきます。

６．食事は、マスク・ビニール手袋を着用した担当者が配膳し、距離を取りながら頂きます。

７．活動が終了後2週間以内に本人やその周囲で陽性が出た場合には、速やかにご連絡いただきますよ
うお願い申し上げます。



キャンセルについて

●連絡先
キャンセルを希望される場合には、その旨を必ず下記連絡先までメールにてご連絡ください。受付完了
後、確認メールを送付します。
連絡先：mirainotane2019@gmail.com

●キャンセル料について
参加者の都合(体調不良含む)でキャンセルされる場合、以下の割合でキャンセル料を頂戴します。その
他の場合については補足事項もご確認ください。

＜キャンセル料＞　
連絡日 キャンセル料

入金後〜初日の8日前（参加者都合） お子さまの参加費の10%
初日の7日前～当日集合時間まで（参加者都合） お子さまの参加費の40%
集合時間後または連絡無し(参加者都合) お子さまの参加費100%
コロナの影響によるキャンセルと判断できる場合(※1) 一律2,000円/家庭
主催者側で中止と判断した場合(※2) 一律1,000円/家庭

補足
※1.コロナの影響によるキャンセルについて
以下のような事由により、コロナの影響によるキャンセルと主催者が判断できる場合は、手数料として一
律2,000円/家庭を引いた額を返金します。

①コロナ陽性者の濃厚接触者であると保健所に判断された場合
②お子さまが通っている学校・学級が、休校・学級閉鎖となり、念のため不参加を希望される場合(※休校
になった地域の子は参加できないという訳ではありません)
③その他事情を伺ってやむを得ないと判断できる場合

※2. 主催者側で開催を中止と判断した場合について
天災（河川増水・台風・地震等）やその他の理由（コロナの状況悪化等）により主催者側で安全に実施で
きないと判断した場合、活動は中止とさせていただきます。この場合、キャンセル料は発生しませんが、
手数料として1,000円/家庭を引いた額を返金させていただきます。（なお、活動開始後に、天災などの不
可抗力な原因によるプログラムの変更が生じた場合は返金できませんのであらかじめご承知おきくださ
い。）

●清算の流れについて
参加費ご入金前のキャンセルの場合、キャンセル料の金額と振込み先をメールにて連絡いたします。
参加費ご入金後のキャンセルの場合、返金額振込みのための口座をお伺いし、お振込みいただいた参
加費からキャンセル料を引いた額を、口座情報のご連絡をいただいてから1ヶ月以内に返金いたします。

mailto:mirainotane2019@gmail.com


持ち物リスト

◎荷物はなるべく自分で準備してみましょう！
◎すべてのものに名前を書きましょう。（下着や靴下、ハンカチ、靴など全て）

持ち物 数量 確認 備考
出発日健康調査票 1 印刷して記入のうえ、当日受付にてご提出ください。
シャワー代 200円 キャンプ場のシャワー（有料）を利用したい場合には、100円玉で持たせてく

ださい。
水筒 1 500mlペットボトルでもok。中身が無くなったらこちらで用意する大きなタン

クからお茶を補充できます。
帽子 1 熱中症予防のため必須。ハチ予防のため黒色は避けてください。
ヘッドライト or 懐中
電灯

1 夜は暗くなるのでなるべく１人１つお持ちください。

歯磨きセット 1 歯磨きに使用。
長袖・長ズボン・
防寒着

1 山間部のため朝晩は冷え込むことがあります。また特に夕方は虫さされ予
防にもなるのでご用意ください。

半そで・短パン 1～2 汗をかいて着替えることもあるので多めに持ってきてください。
下着・くつした 2～3 多めにあると安心です。
パジャマ 0～1 翌日の服を着て寝るのでもok、着替えたい子はお持ちください。
ハンドタオル 1～2 汗を拭くときなどに使えます。
バスタオル 0～1 お風呂から出たあとに使います。ハンドタオルでも可。
軍手 1 料理やのこぎりを使う際に使います。
水着 1 川遊びのときに着用。当日服の下に着てきてもらってもok。
化繊のTシャツ
orラッシュガード

1 川に入る際、夏の日差しから肌を守るために着た状態で泳ぎます。

ゴーグル 0～1 あると川の中がよく見えます。
かかと付サンダル
orマリンシューズ

1 げないように必ずかかとが止められるサンダルやマリンシューズをご用意く
ださい。ビーチサンダルや裸足は不可。

タオル 1～2 身体を拭くのに使用。
レジャーシート 1 ご飯を食べるときなどにあると役に立ちます。小さいものでok
常備薬 必要分 必要であれば。出発日健康調査票でもご報告ください。
虫さされ用塗り薬 1 お子さんが使ったことがあるものをご用意ください。薬局に売っているもの

でok
虫除けスプレー 0~1 必要であれば、お子さんが使ったことがあるものをご用意ください。
日焼け止め 0~1 必要であれば持ってきてください。。
ビニール袋 3～4 汚れたもの、ぬれたものを入れたり、拾い集めたものを入れるのにも役立ち

ます。

ハンカチ・ティッシュ 1 手洗い後や鼻をかむときなどに使用。
カッパ・
長靴（雨予報時）

0~1 カッパは上下に分かれたものがおすすめです。急な夕立などもあるので晴
れ予報でもカッパはご持参ください。

その他必要なもの 虫取り網、水槽、マイ釣り竿、浮き輪など、川遊びで使いたいものがあれば
持ってきてください。（ライフジャケット、釣り竿などはこちらでも用意していま
す。）

ワクワク お子さま自身が、キャンプしたい！遊びたい！といったワクワクした気持ち
で参加してくれるとうれしいです。

◎数量は目安です。必要だと思う分をご用意ください。
◎寝具は寝袋を用意しています。
◎電子ゲーム、マンガ、みんなで遊べないカードゲーム等を持ってくるのはお控えください。
　不適切とスタッフが判断したものは、キャンプが終わるまで預かります。
◎キャンプ中は基本的に携帯電話の使用はできません。保護者への連絡が必要な場合などはあらかじ
めお知らせください。
◎キャンプの前に爪を切ってきましょう。
◎「何か足りなければ、知恵を絞ってあるものでなんとかする」という考えで活動します。
◎不明な点がありましたらメール、電話などでお気軽にお問い合わせください。



出発日 健康調査票
このページを印刷のうえ、当日に受付でスタッフにお渡しください。
兄弟姉妹で参加の場合は1枚ずつお書きください。
（※体調に不安がある場合は、必ず担当者まで相談をお願いします。）

●出発前の健康状態
体温（朝食前）　　　：　　　　　℃

食欲　　　　　　　　：良好・少ない

睡眠時間　　　　　　：　　　　時間

体調　　　　　　　　：良好・元気なし・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

感染拡大地域への往来：なし・あり（行先：　　　　　　）

周囲のコロナ陽性者や濃厚接触者の有無：なし・あり（備考：　　　　　　　　　　）

●服薬について
持参する薬の有無：ある・ない

ある場合：
薬の種類やタイミング、スタッフからの声かけ希望の有無など教えてください

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●その他連絡事項
スタッフへの連絡事項や配慮してほしいことなどありましたらお書きください
（申込み時にご記入いただいている内容は不要です。）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記の通り、活動への参加に支障はないと判断しますので参加します。

2022年　　月　　日　　　

参加者氏名(                                         )　　　　

保護者署名(                                         )


