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千葉 YMCA環境・野外教育研究所 

 



 
ごあいさつ  

 
 
 
 
この度は、千葉 YMCA 環境野外教育研究所主催「春のネイチャーキャンプ」へご参加

いただき、ありがとうございます。 
ＹＭＣＡは、1844 年にロンドンで誕生し、現在では世界 120 の国と地域に広がり、社

会の中で様々な青少年活動を展開しております。 
⽇本の YMCA では 1920 年に教育的意図を持った組織キャンプが初めて実施され、

100 年の歴史を刻みました。 
 
 
 
 
ＹＭＣＡのキャンプには仲間と自然とリーダーが必要です。リーダーは、親でも、兄

弟でも、先生でも、指導員でもなく、キャンプの全生活を通して子どもたちと真正⾯か
ら向かい合う存在です。リーダー一人ひとりが「共に生き」、「共に成長」しようとする
確固たる意志と気持ちを持ち続けることが大切と考えています。彼らリーダーもまた成
長過程にある青年です。 

 
 
 
 
新型コロナウイルスの感染は継続しています。私たちはこの「人間の分

断」という試練を通して、人間の成長にとって本当に大切なことは、「人の
つながり」であることを再確認しました。特に成長過程の子どもたちにと
っては仲間と共に自然体験活動をすることは欠かせないことであると
YMCA は認識しています。  

 
 
 
 
慎重に感染防止対策を施しながら、本キャンプを実施していきたいと思

いますので各ご家庭の皆様のご理解・ご協⼒をお願い致します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（一財）千葉ＹＭＣＡ 
環境・野外教育研究所長  

廣⽥  光司  



 
 

 

キャンプ名 ⽇程 宿泊施設 宿泊場所 参加人数 担当スタッフ 

ネイチャーキャンプ A 
3/26（金） 
～3/27（⼟） 千葉市少年自然の家 

0475-35-1131 
 

ロッジ 23 名 松原 奈美（まっつー） 
小林 和弘（かずっち） 

ネイチャーキャンプ B 
3/28（⽇） 

～3/29（月） 宿泊棟 32 名 
松原 奈美（まっつー） 
小林 和弘（かずっち） 

 
※参加人数には職員と大学生ボランティアは⼊っていません。 
※宿泊可能な部屋数が増えた為、当初の定員より枠を増やしています。 

 
 
 
 

2.

【集合場所：千葉市少年自然の家サービスセンター前】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真のゲートから自然の家
にご⼊所下さい。 
当⽇は誘導の大学生が⽴っ
ています。 
サービスセンター前までお
越し下さい。 
密を回避する為、受付終了
後は速やかにご帰宅をお願
い致します。 
 
 

集合時はこのゲートを通過
し、下記写真にある自然の家
⼊口までお越しください。当
⽇誘導の大学生が辰予定で
す。 
 
 



【ログハウス側から駐車場に来た場合】 



【集合時間について】 

【解散時間について】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真右側のゲートから駐車
場内にお⼊りください。場所
は決まっていませんので、空
いている場所に車を停め、駐
車場奥（写真右奥）で受付を
お願い致します。密を回避す
る為、終了後は速やかにご帰
宅をお願い致します。 
※雨天の場合は誘導スタッ
フの指示に従い、サービスセ
ンター前までお越し下さい。 



 

持ち物 数量 備考 

長袖・ズボン ⽇数分+1 セット 気温に合わせてご⽤意ください 

靴下・下着 ⽇数分+1 セット 必要に応じて多めにご⽤意ください。 

パジャマ 1 着 寝る時だけ着⽤（長袖長ズボン推奨） 

野外炊飯⽤ 
長袖・長ズボン 

1 着 野外炊飯の際に着⽤します。 
燃えにくい綿素材をご⽤意ください。 

防寒着 1 着 朝晩は冷え込むので必ずご⽤意下さい。 

軍手 1 双 焼きそば作りの時に使⽤します。 

タオル類 1～2 枚 ⼊浴後・汗拭き⽤で 1 枚ずつご⽤意下さい 

洗⾯⽤具 1 セット 歯ブラシセット（必須） 

ビニール袋 適量 汚れた服などを⼊れます。袋にお名前の記載を
お願いします。 

室内履き 1 足 施設内で使⽤。学校の上履き可。 
サンダルタイプ不可。 

新聞紙 朝刊 1 回分 靴が濡れた場合などに使⽤します。 

帽子 1 個 ツバのある物。ハットタイプも可。 

雨具 1 着 レインコート・ウェア・ポンチョ等（傘不可） 

筆記⽤具 ― 鉛筆と消しゴムがあれば大丈夫です。貸し借り
は禁止とさせて頂きます。 

マスク ⽇数分×3 洗えるタイプも可能ですが、洗剤で洗うことは
出来ません。多めにご⽤意ください。 

ティッシュ 適量  

常⽤薬 必要分 必要な⽅はご⽤意ください。 

虫よけスプレー 必要分 YMCA での⽤意はございません。使⽤のお手伝
いは致します。 

お子様⽤しおり 1 部 キャンプ毎に事前に発送します。 

水筒 1 個  



 
【持ち物補足】 

ネイチャーキャンプのプログラム予定・追加の持ち物

ネイチャーキャンプ A・B プログラム予定

ネイチャーキャンプ A プログラム予定 

 1 ⽇⽬ 2 ⽇⽬ 

午前  オリジナルバンダナ作り（予定） 
 

午後 施設探検 
野外炊飯（予定） 

振り返り→解散 

夜 キャンプファイヤー  

ネイチャーキャンプ B プログラム予定 

 1 ⽇⽬ 2 ⽇⽬ 

午前  野外炊飯（予定） 

午後 ハイキング 
竹の万華鏡作り（予定） 

振り返り→解散 

夜 キャンプファイヤー  

 ※ハイキングは舗装された道と⽥んぼ道を 2 時間程度歩きます。雨天の場合は屋内 
  プログラムに切り替えます。 
 
【ネイチャーB ハイキング時の持ち物】 
・小さいリュック（別途ご⽤意下さい） 
・水筒 
・汗拭きタオル 
・帽子 
・レジャーシート（休憩⽤） 



YMCA キャンプの基本は、小集団でのグループ生活・活動にあります。通常は学校や 
学年の違う子どもたちが、５～８名位で１つのグループを作り、担当のリーダーと一緒 
に生活をしますが、今年度は感染対策の観点から 1 グループあたりの人数を少なくし、 
グループ数を増やして対応を致します。また 1 部屋あたりの人数についても各施設の指 
導に従い、設定をしております。またお友だち同士や兄弟・姉妹でご参加をされている 
⽅のグループについてはご希望に沿えない場合もございますが、限られた時間の中で、 
お子様が楽しく生活できますよう、準備をさせて頂きます。 

 
 

指導者は、YMCA 職員（ディレクター）とボランティアリーダーです。 
 

 ＜大学生ボランティアリーダー＞ 
キャンプディレクターの⾯接を経て、事前に野外活動トレーニング、キャンプ  

理解などの座学トレーニングを受けた後、キャンプ毎に準備会を持ってキャンプ当⽇
に備えています。リーダーはキャンプ中お子様と一緒に、プログラムだけでなく、寝
食を共にし、参加をする子どもたちの身近な存在としてあらゆる場⾯で関わりを持ち
ます。その中でお子様だけでなく、リーダーたち自身も共に成長をしていきます。  
リーダーは、大学生や社会人で構成されています。 
また今年度は新型コロナウイルス感染症対策として、実施の 14 ⽇前からの健康チ

ェックを実施し、行動⾯など様々な点に配慮し当⽇を迎えるように指導しています。 
  
 

キャンプ中のプログラム全体の様子をブログに掲載の写真で定期的にご覧頂けます。 
※ＦＣ２（サービスプロバイダー）について 
サービスプロバイダーであるＦＣ２は信頼のおけるプロバイダーです。個人情報へ
の不正アクセス、紛失、破壊、漏洩等を防ぐために、パスワード管理、バックアッ
プ管理、セキュリティ対策等を実施し、個人情報の安全管理の為に必要かつ適切な
措置を講じています。ＦＣ２は無料サービスの為、広告がついていますのでみだり
にアクセスしないようご注意ください。 
 

◆上記のアドレスはパソコン、携帯電話のどちらでも閲覧することができます。 
◆ブログサービスの更新回数は、概ね１⽇ 4～5 回程度（昼食後・⼣食後・就寝後）を

予定しております。 
◆ブログサービスにけるお子様の写真使⽤に関して不都合のある⽅は、お手数ですが 

千葉 YMCA までお申し出ください。 
◆写真は携帯電話での撮影のため画像が粗い写真となります。予めご了承ください。 
 
※ブログのページ・パスワードは関係者以外の閲覧を避ける為、お子様⽤しおり発送時 
 にお知らせいたします。 
 
  
 
 



 全キャンプが終了後、担当ディレクターより各キャンプの報告書を作成し、各ご家
庭にお送り致します。個人の報告書については、作成致しませんのでご了承くださ
い。 
 

 各キャンプが終了後に、キャンプ参加者アンケートのご記⼊をお願い致します。こ
ちらのアンケートは⽂部科学省に提出をする事となっております。ご登録を頂いたメ
ールアドレスに Google フォームのご案内をお送りする予定です。ご協⼒をお願い致
します。 
 

YMCA では緊急事態に備え、ディレクター・スタッフ一同、細心の注意を払っており
ますが、万が一の場合に、以下のような緊急体制をとっています。 
 

 
＜災害等緊急時の連絡方法について＞ ※災害等緊急時のみ実施 

災害等により緊急事態が発生した際には、その場所が最も安全であると判断した場
合には現地に留まり、常時状況を確認の上、必要と判断した場合にはプログラム地か
ら最寄りの指定避難場所等、より安全が確保されている場所へ移動いたします。あわ
せて、状況に応じて本部より人員を派遣し、キャンプ全体の安全を確保致します。 

  また、保護者の皆様へ現地状況等の連絡について以下の⽅法を適宜実施致します。 
①本部より連絡 ：０４３－２２２－３８１１ 

  ②現地ディレクター携帯電話より連絡 
  ③ＮＴＴ東⽇本災害⽤伝言ダイヤル 
   ご利⽤の流れ： 「１７１」 → 「２」 → 「宿泊施設電話番号」⼊⼒ 

※ガイダンスに従い⼊⼒して頂きますとメッセージが流れます。 

発見者 他の参加者の安全確認・確保 

該当者の救護 
危険からの救出・回避 

現地責任者 
（ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ） 

連絡 
保護者への報告・説明 

連絡 
千葉ｾﾝﾀｰ 

 

連絡 
研究所所長  

廣⽥ 光司 

連絡 
千葉 YMCA総主事 廣田光司 

救護施設への緊急連絡 
移送の手配 

救急処置 

病院 病院 



 

 

 

（１）キャンプ間際の病気やケガは、必ず完治した状態、もしくは医師の許可を得てか 
らご参加ください。 

（２）新型コロナウイルス感染症対策として、【野外教育ガイドライン】を策定してお
ります。キャンプ参加にあたり必ずご一読下さいますようお願い申し上げます。 

（３）安全には十分注意を払っておりますが、万が一、事故が起きた場合には、 
現地責任者（ディレクター）より直接ご家庭までご連絡をいたします。 

（４）キャンプ期間中の朝・晩に引率スタッフが⾮接触型体温計で検温を実施致します。 
（５）キャンプ中に発熱など新型コロナウイルス感染症に伴う症状が出た場合は、 
   現地までのお迎えを依頼する場合がございます。（YMCA ガイドライン及び 
   各施設のガイドラインにも記載がございます） 
（６）ご家庭からの緊急連絡は、現地責任者（ディレクター）をお呼び出しください。

宿泊施設へのご連絡は、個人情報保護のためお取次ぎできません。 
（７）キャンプ期間中に病気や怪我が発生した場合、医師の判断によってキャンプ地 

までお迎えに来ていただくことがあります。また、キャンプ期間中の受診にかか
った費⽤は、実費ご負担いただきますのでご了承ください。 

（８）ＹＭＣＡは団体として傷害保険に加⼊しております。ケガなどには傷害保険から
⼊院通院のための費⽤が補填されます。ただし治療費が保険支払額を超える場合
については、各ご家庭でご負担いただきます。（病気の場合は傷害保険の適⽤は
されません。）傷害保険は、自宅を出てから自宅に戻るまでが対象となります。 

（９）キャンプ中に撮影した写真を、ブログサービス更新⽤、広報⽤に使⽤させていた
だく場合がございます。お子様の写真使⽤に関して不都合のある⽅は、お手数で
すが担当ディレクターまでお申し出ください。 

（10）別表の⽇程で最終確認のお電話をいたします。お子様の健康状態の確認、お子様
とリーダーとの会話などを⽬的としております。別⽇程をご希望の場合は、事情
によりご希望に添えない場合もございますこと、ご理解ください。 

（11）キャンプ終了後 14 ⽇の間に新型コロナウイルスの陽性判定及び、近親者で 
   陽性判定が出た場合は速やかに千葉 YMCA までご連絡をお願い致します。保健 

所の指示に従い、必要に応じて、同グループだったお子様・密な接触の可能性が 
あったお子様にはご連絡を致しますが、その際に個人が特定されるような情報は 
お伝え致しません。 
 

 

 

キャンプ名 ディレクター 電話番号 

春のネイチャーキャンプ A・B 
松原 奈美 

小林 和弘 
070-4453-1740 



キャンプ事前電話⽇程（予定） 

キャンプ名 ⽇程 時間帯 

春のネイチャーキャンプ A 3/23（火） 17 時頃～夜 

春のネイチャーキャンプ B 3/25（⽊） 17 時頃～夜 

※事前電話は順次行ないます。各ご家庭への電話がけに時間差が生じます。ご不在
の場合には、何度かお電話をさせて頂きます。別⽇を希望の場合はメールにてご
連絡をお願い致します。 

 ・お子様の健康⾯・体調について（14 ⽇前からの状況・普段の様子） 
 ・お薬について（必要な⽅のみ） 
 ・お子様の⽇常生活で配慮が必要な事・して欲しい事の確認 
 ・持ち物の最終確認 
 ・どちらの集合時間で来る予定か（その後変更しても問題ありません） 
 ・こちらからの変更点（何かあればお伝えします） 
 ・各ご家庭からの質問 

 

 

千葉センター 
〒260－0015 
千葉市中央区富士見 2－5－15 塚本第 3 ビル 7 階 
TEL 043－222－3811 

 
船橋地域デポ 
〒273－0865  
船橋市夏見 6－6－6 
TEL 047－425－6366 

 

 

一般財団法人 千葉 YMCA 


