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From 岐阜

福島キッズ

わくわくプロジェクト
参加者募集案内
「福島キッズわくわくプロジェクト」とは、外遊びができない子どもたちに、
大空の下で思いっきり遊ぶ時間をプレゼントしよう！ということで始められたプロジェクトです。
岐阜県という自然が豊富な環境で活動する事により、子どもが本来持っている無限の力
「生きる力」を引き出し、６０兆個の細胞を活性化したいと考えています。
2016 年ももりもりキャンプ in 美濃と川辺マンションステイとで受け入れを実施します。
子どもも大人も、のびのびとした空間を過ごすことができることや、自分達で創り上げるキャンプ
を意識し「ワーキングキャンプ」でいろんな体験をすることを目指します。
この活動を通じて、たくさんの素晴らしい時間が生み出されることを願っています。
キャンプでは「生きるための生活」を重視した活動を行います。

主催 ＮＰＯ法人ＫＩプロジェクト
共催 岐阜県立森林文化アカデミー
後援 岐阜県社会福祉協議会
美濃市.美濃市社会福祉協議会
美濃市教育委員会
福島県
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夏のもりもりキャンプ iｎ美濃
親子コテージ
会場は「岐阜県立森林文化アカデミー、森のコテージ」です。親子で参加できるコテージキャンプです。
参加家族で共同・協力して生活していただきます。
（家族単位でコテージは個室です）
岐阜県の大自然の中で、思いっきり活動をし心身ともにリフレッシュしませんか？

＊＊

募集要項 ＊＊

目

的

： 子どもたちに外でおもいっきり遊べる時間をプレゼントしたい。
お母さんにも一緒に笑顔になってほしい。
みんなで創る「ワーキングキャンプ」をする。

日
場

時
所

内

容

： 平成 28 年７月３１日（日）～８月５日（金）
： 『岐阜県立森林文化アカデミー』
岐阜県美濃市曽代８８
： 森林文化アカデミー施設内、森のコテージにて共同生活します。
自分達で主体的に創り上げるキャンプですので、生活の基本的なことは
大人も子どもも参加者みんなで、役割分担して共同してもらいます。
サポーターも協力します。

こだわり

参加対象
参加費用
交

通

募集定員

基本的なプログラムはありますが、参加は自由です。
・免疫力アップのために地元産（岐阜県）の野菜を中心とした食事
・電気、化石燃料、水などをできるだけ使わないようにして環境負荷を
軽減する生活。
・ワーキングキャンプを通じて子どもも大人、参加者やサポートスタッフ
みんなで創り上げる共同生活
・森の中で子どもも大人も安心できる解放感あふれる空間創り
： 福島県をはじめとする線量が高い地域の未就学児・小中学生とその保護者
： 大人１名につき
２０，０００円
子ども ４歳以上中学生以下
７，０００円
： JR 岐阜駅集合 岐阜駅⇔会場 無料送迎バス
交通費補助あり
大人上限 30,000 円・子ども上限 20,000 円
公共交通機関実費又は高速料金
： 親子 8 家族

申し込み締め切り

平成 28 年 6 月３０日（木）

※先着順とさせていただきます。定員になり次第締め切らせていただきます。
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共催

岐阜県立森林文化アカデミー

もりもりキャンプ

ワーク

遊び

そうじ

森の探検

買い物
かまどで食事つくり
食事のかたづけ
ミーティング
など

木工遊び
秘密基地作り
沢遊び
川遊び
美濃の街を観光
など

昨年度 もりもりキャンプの感想
☆

新鮮野菜が美味しかった。

☆ 川遊び、山遊び、火を囲んで歌った事どれもいい思い出になりました。
☆ 子どもも自然の中でゆっくり遊び、夜はぐっすり寝ました。
☆ 私にとってもパワーをもらえる貴重な時間でした。
☆ 野菜中心でヘルシーで食べごたえもあり良かったです。
☆ 日常抱えているストレスが減る環境、
親子ともども穏やかに過ごせる場所を提供してもらい
ありがとうございました。
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もりもりキャンプ（親子コテージ）申し込み用紙
ふ

り

が

な

性別

参加者氏名

年齢

（１家族につき 1 枚記入でお願いします）

連絡先
住所
電話（携帯）
Fax
メール

＜注意事項＞
＊先着順です。申し込み用紙を送付後お金を所定の口座に振り込み、受付完了と致しますので、ご了承ください。

一週間以内に入金がない場合はキャンセルとみなします。
＊入金を確認後、７月上旬にもりもりキャンプの要項を送ります。
普段の体調など記入するものもありますので、チェックして下さい。

お振込み先
郵便局から

他銀行から

記号 12450

店名 二四八

番号 9671201

店番

248

普通預金

口座番号 0967120
名義

特定非営利活動法人ＫＩプロジェクト

トクヒ）ケーアイプロジェクト

＊不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

もりもりキャンプお問い合わせ・申し込み先
岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３０９－５

ＮＰＯ法人

ＫＩプロジェクト

電話：070-5252-2645（桑島）

メール hoyou@kipj.jp

050-3536-5866

FAX：0574-27-2205

今回キャンプの運営にご協力頂く岐阜県立森林文化アカデミーでは、自然教室や森のようちえんな
ど、主に子どもたちの体験活動を通して持続可能な社会づくりに貢献できる人材を育成しています。
こうした活動に関心のある学生を全国より募集しています。
興味がある方はホームページをぜひご覧ください。
岐阜県立森林文化アカデミー 検索 http://www.forest.ac.jp/
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恩送り

今まで保養に参加した
経験がある方で

ボランティア募集

福島県・関東圏在住の方

食事代・交通費・宿泊代無料！
7/31（9：00）～8/5（17：00）までの期間中全スケジュール参加に限ります。
～ボランティア活動内容～
キャンプ中の食事作りのサポート（アウトドア！かまどでご飯を作ります！）
キャンプ中子どもの遊びサポート（子ども達の森の中での遊びをサポート！一緒に探検！）

子ども達と一緒にアウトドア体験をしませんか？
子どもが好きな方、アウトドアが好きな方大歓迎です！
中学生から参加可能です！ボランティアスタッフ育成の一環として受け入れます。
定員 5 名
ボランティアに関するお問い合わせ・お申込み
MAIL:hoyou@kipj.jp

NPO 法人 KI プロジェクト

TEL：080-3615-6500 小崎

お気軽にお問合せ下さい。

東海保養ネット
東海保養ネットって？

http://www.tokai-hoyou.net/

東地区の保護受け入れ団体です。

東日本大震災の原発事故以来、いまなお日々の生活や外遊びの中で、リラックスできないとたくさんの方が
感じながら過ごされていると伺います。住んでいる場所を離れて心や体をリフレッシュするために、できる
だけ長く滞在したい、子供だけで参加したい、親子で参加したい、夏休みをおもいっきり楽しみたいなど、
スタイルや日程に合わせて選んでいただけるよう、各団体が行うプログラムをお知らせいたします。
・ふくしまほっこり空間 2016
・日進まちづくりの会
・おいでん！福島っ子！

おいでん！福島っ子！運営委員会

080-9114-2940

・子どもリフレッシュキャンプ

一般社団法人 aichiara

050-5898-6896

・青空の下つながろう会

光の帯ネットワーク

090-3303-5354

・海旅 Camp2015

21st Century Ship
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海旅団

umitabicamp@gmail.com

名古屋 YWCA&名古屋学院大

・名古屋いりゃーせツアー

052-961-7707

・あそびにおいでんプロジェクト
あそびにおいでんプロジェク in 愛知実行委員会

090-6223-4890

かわべ

川辺マンションステイ

ぎ ふ け ん か も ぐ ん か わ べ ちょうなか か わ べ

住所・・・・岐阜県加茂郡川辺 町 中 川辺83-1

電車の場合・・・最寄り駅：JR 東海

高山本線

なかかわべ

中川辺駅
み

の

か

も

車の場合・・・・最寄り高速出口：東海環状自動車道「美濃加茂ＩＣ」
滞在型住宅の貸し出しをしています。
１ＤＫマンションに 1 家族単位で滞在いただけます。バス、トイレは、ユニットバスと多少狭いですが、ご家
族だけでくつろげる物件です。2 物件用意してあります。
シーズンオフは最大 2 か月続けて滞在いただけます。１年を通し貸し出ししていますのでご利用ください。

利用料：1 部屋
1泊

基本料金５，０００円

1000 円（水道光熱費・駐車場・シーツクリーニング代込）
（14 時以降入室

駐車場有り

10 時前退室）

徒歩 10 分圏内にスーパー、コンビニ、病院、公園有り

♡ 基本的な生活用品（家電、食器、調理道具、布団など）は揃っています。
♡ 食事、洗濯などは各自で自由に行って下さい。
♡ 要望に応じてサポートします。
車だし、買い出し、病院や子供の遊び場、移住など気軽にご相談ください。
＊ 福島県をはじめとする線量が高い地域に在住の方を対象に貸出できる物件です。
不明な点は何でもお問い合わせください。
先着順で貸し出しておりますので、日程が決まりましたら、早めにご連絡ください。
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＊ 現在 2016 年（夏休み期間以降）はホームページ最新情報をご覧ください。
申し込みは使用の 2 か月前から受け付けします。
移住をご検討されている方へ
移住希望者へ格安でお貸ししていただけるマンションをご紹介することができます。

川辺マンションステイ申し込み用紙
ふ

り

が

な

宿泊者氏名

性別

年齢

連絡先
住所
電話（携帯）
Fax
メール

＜注意事項＞
お申し込み条件について
＊お子さん（未成年）だけでの利用はできません。
＊福島県をはじめとする線量が高い地域に在住の方
上記をとしますが、状況により柔軟に対応しています。気軽にご相談ください。
＊受付後、前金として基本料金の 5､000 円を所定の口座に振り込んでいただきます。
１泊１０００円×日数（宿泊料金）は最終日に請求させていたただきます。
急なキャンセルの場合は前金は返金いたしませんのでご了承ください。
（病気などやむを得ない場合のキャンセルは全額返金致します。
）

お振込み先
郵便局から

他銀行から

記号 12450

店名 二四八

番号 9671201

店番 248

普通預金

口座番号 0967120
名義 特定非営利活動法人ＫＩプロジェクト

トクヒ）ケーアイプロジェクト

その他
＊現地までの交通費は自費になります。
＊現地での食事、洗濯等の生活一般は各自でお願いします。
初日の最寄り駅までの送迎や買い物手伝い、子供の遊び場など、
心配なことがありましたら、何でも相談して下さい。
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川辺マンションステイお問い合わせ・申し込み先
岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３０９－５

050-3536-5866
FAX

鎌倉庄司

ＫＩプロジェクト

電話：080-3615-6500（小崎）

メール：hoyou@kpjj.jp

ＫＩプロジェクト

ＮＰＯ法人

：

0574-27-2205

スタッフ

石田和彦

桑島よしえ

小崎みどり

ご寄付のお願い
保養活動にはたくさんの費用がかかります。
ＫＩプロジェクトでは活動に賛同して頂ける方からの寄付をお待ちしています。
郵便局以外からのお振込み
ゆうちょ銀行
店名：二四八

預金種目：普通預金

特定非営利活動法人 KI プロジェクト

店番：248

口座番号：３３３９８４０

トクヒ）ケーアイプロジェクト
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