おのがわ湖

2017

☆☆

INFORMATION

☆☆

１９９２年にスタートした『おのがわ湖ネイティブランドキャンプ』。今年は、6 泊 7 日 のキャンプを行います。ピークプログラムと
して、1 泊のビバークプログラムを実施する予定です。その他にも、おのがわ湖の卓越した自然環境と数多くのプログラムを行います。
楽しい野外での 7 日間の生活は、子どもたちに深い学びと確固たる勇 気と自 信を与えてくれます。また、本キャンプには、下記のよう
な教育目的（考え方）があります。

① 人間 関係の あり方 を学ぶ
…参加者が互いに協調し力を合わせ、自然との
折り合いをつけながら、どうしたら楽しい
生活を実践できるかを考えます。

② 自然 の中で 心身の バラン スを養 う
…自然をより深いところで感じとり、一人一人の
心と体のバランスを養うプログラムを実施しま
す。体験の伴った知識は、確かな自信につながり
「生きる力」へと発展します。

③ 冒険 教育
…冒険活動にチャレンジすることによって、今まで
の自分を見つめる機会を得るとともに、自己の新た
なる可能性を発見することが可能となります。また
この活動は、グループメンバーの協力･信頼なくし
ては成り立ちません。
社会性・協調性を育むプログラムとして大きな意味
を持っています。

少年･少女 時代に大切 なこと…
それは 、自然のな かで同世代 の仲間とと もに
おもい っきり 遊ぶこ と！！

さあ、今年の夏休みは『おのがわ湖ネ イティブランドキャンプ 』に是非ご参加いただき、
人生を楽しく 、そしてたくましく生 きる為のヒントを得ようではありませんか！？
ふるってのご参加を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

☆☆

日程＆会場

【主催】野外計画

☆☆

・２０１7 年８月 9 日（水）～１5 日（火） 6 泊 7 日
小野川湖レイクショア野外活動センター(福島県/裏磐梯)
・住所：福島県耶麻郡北塩原村小野川湖畔 TEL&FAX：０２４１-３２-２０４４

☆☆

対象及び募 集人員＆参加費

☆☆

・小学２年生～中学 3 年生 ４5 名
・62,000 円（宿泊費、食費、保険料、交通費等含む）
※現地集合・解散をご希望される方は 50,000 円となります。

☆☆

集合及び解散

・集合：9 日(水)
・解散：15 日(火)

☆☆

８：００
１８：００

※共に「上野駅公園口」東京文化会館前
※参加される方には、詳細地図を送付いたしま

★★

ネイティブランドキャンププログラム

8 月 9 日（水）

8 月 10 日（木）

※上野公園口集合（８:０0）

8 月 11 日（金）

※朝食/給食（7:30）

⇓

※朝のお掃除（7:00）
※朝食/給食（7:30）

★不動滝シャワークライミング
… ダイナミックな不動滝を目指し
て沢を登っていこう。

※キャンプ場イン（13:00）
★アイスブレーキング
…グループ分け。
仲間作り、場内散策！！

※昼食/お弁当

★カヌーチャレンジ
…水と触れ合う、人と触れ合う。
プライベートビーチで過ごす創造
的な一時♪

★秘密基地づくり
キャンプ場周辺で好きな場所見つ
け、自然の中にあるもので秘密基地
を作ります。

★ウェルカムディナー
…新しい仲間とともにテーブルを
囲んでワイワイガヤガヤ焼肉パー
ティー！

★ナイトアウェアネス ＠秘密基地
…夜（闇･静寂･恐怖…）という環境
下での｢気づき｣のプログラム

消灯（21:00）

消灯（21:00）

★冒険プログラム準備
翌日からの冒険プログラムの準
備をします。地図を見て計画、
備品の用意、そして

★学んだことの分かち合い
…体験して思ったこと、
自然とスタッフと共に暮らし、
感じたことを表現しよう。
消灯（21：00）

★冒険プログラム いざ出陣！
…キャンプ場を離れ、グループ毎に
冒険の旅へ！自分たちで決めた
道を行く！！
頑張れ勇者たち！！！

★山でビバーク 山で寝ます！
場所：鉄山避難小屋 予定

★団結式！
冒険プログラムに向けて！
消灯（21：00）

8 月 14 日（月）

★「おのがわこ」へ帰還！

8 月 15 日（火）

※朝食/給食はグループ毎
★ビストロ in 小野川湖…用意さ
れた食材でテーマと分担を決めて
料理してもらいます！
★パーティー準備
…個性豊かなネイティブッ子によ
る、想像豊かな手作りパーティー準
備！！
★ラストナイトパーティー開催
…準備を生かし、ネイティブッ子に
よる史上サイコーの盛大なパーテ
ィーの始まり始まり～ぃ！！
★トーキングスクエア
…スタッフとゆっくり語れる最後
の夜です。
思いを話し合いましょう！！
消灯（22:00）

☆☆
申込用紙に必要
事項を記入しま
す

★フリーチョイス
カヌー・カヤック、クラフト、
お菓子づくりなどゆっくりと過
ごす時間です。

8 月 12 日（土）
※朝のお掃除（7:00）
※朝食/給食（7:30）

消灯（21：00）

8 月 13 日（日）
※朝食/給食はグループ毎
★冒険プログラムは
終わらない！！
…山小屋を離れ、キャンプ場を
目指す。
下山は登山よりも要注意！！
最後まで諦めず、全員でゴール
しよう！！

★★

お申し込み方法

メール、FAX
または郵送でお
申込みください

※朝食（7:30）
★撤収大会
…来た時よりもきれいに片付け
だっ！
★マインドクロッキー
…１人静かに、5 日間を振り返
ろう。
※クロージング
※キャンプ場出発
（12:00）
※上野公園口到着
（18:00）

お疲れサマー♪♪
また一緒にキャンプしましょ
う(^3^)/～☆

※センターでの宿泊は、大型の
テラスタイプテント（キャビン）
となります。
※プログラムは過去に実施した
内容を参考に載せています。天
候、対象人数などの理由により
変更あるいは中止することがあ
りますので､予めご了承くださ
い。

☆☆

参加決定等の通
知が届きます
（１週間以内）

申し込み〆切
8 月 2 日（水）

参加費お振込
申込完了

（当日消印有効）
※
※

☆☆
三菱東京ＵＦＪ銀行

青山支店

参加費振込先
普通預金

☆☆

No.429494 口座名：（株）野外計画

☆☆
☆☆

キャンセル料

☆☆

申込後の参加取消しにつきましては、
以下の手数料をいただきます。
ア．締め切り以前
参加費の２０％
イ．締め切り後〜実施日の 2 日前まで 参加費の３０％
ウ．実施前日
参加費の５０％
エ．当日
全額

定員となり次第締め切りとなります。
お申込後、キャンセルされる場合は
速やかに下記までにお知らせください。

申し込み先およびお問合せ先

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷２-６-１２ ベルデ青山 6F
（株）野外計画『ネイティブランドプログラム』
TEL
： 03-3406-8844（担当：八木）
FAX
： 03-5467-7018
URL
： www.yagaikeikaku.com
E-Mail
： office@yagaikeikaku.com

☆☆

