NPO 法人アサヒキャンプ名古屋 様々な子どもたちが参加できる夏休みのキャンプ

「出会い、共に育ち合う」
夏休みキャンプ
参加児募 !!
＆説明会開催

ＮＰＯ法人アサヒキャンプ名古屋
では、小学３年生から中学３年生
までの様々な子どもたちが参加で
きるキャンプを、この夏も開催し
ます。ご興味のある方はお気軽に
資料請求・お問い合わせください。

キャンプを通じて
多くの子どもたちに
貴重な出会いと体験を

アサヒキャンプ説明会

■日時：2018 年 4/28
（土）
、
5/12
（土）
、
5/26（土）
、6/2（土） いずれも 13:15
〜 14:30
（13 時受付開始）
■場所：アサヒキャンプ名古屋事務所
（下記地図参照） ■参加費：無料
お電話、ファックスなどでお申込みく
ださい。
（裏面にお申し込み用紙有り）

マキを割ったり、食事を作ったり、仲間とキャン
プファイヤーを囲んだり。
キャンプ場で子どもた
ちは、たくさんのことを体験します。
そして、これ
までにしたことのない表情を自然に浮かべたり、
初めて抱く思いにとまどったりします。
ほんの数
日間の、
だけど宝物の思い出を子どもたちに。

私たちはこんなキャンプを主催しています
ＮＰＯ法人アサヒキャンプ名古屋は、
「出会い、
共に育ち合う」
をテーマに、
さまざまな子ど

もたちが参加できるキャンプを開催しています。

所属している大学生カウンセラーは、年間を通じてキャンプ技術や子どもたちに対する

支援技術を磨き、
「子どもたちにとってより良い体験ができるキャンプ」
を企画、
運営。
実際に

キャンプ場で子どもたちと寝食を共にします。
また、臨床心理士や教員といった専門家が、
その活動をしっかりサポート。
例年、私たちの活動は、愛知県教育委員会、名古屋市教育委員
会などにご後援いただいております。

2018 年度、当団体では４種類のキャンプを実施いたします（詳しくは裏面をご覧くださ

い）
。
お子様に新しい体験をさせてあげたい、自分の可能性を広げてほしい、人とのつながり
を持ってもらいたいなど、お子様の健やかな成長を願う保護者の皆様、お気軽にお問い合わ
せください。

asahicamp.nagoya@gmail.com

http://asahicamp.nagoya/

Facebook もあります。
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NPO 法人 アサヒキャンプ名古屋

夏いろキャンプ

■対象：小３〜中３までの児童・生徒（知的障害、自閉症、ダウン症、LD、ADHD など障がいのある子、障害のない子）
■日時：A ／８月 7 日〜 9 日 ２泊３日 B ／８月 13 日〜 16 日 ３泊４日 プレキャンプ
（顔合わせ）
７月 8 日
■場所：岐阜県中津川市乙女渓谷キャンプ場 ■申込締切：６月 12 日
■参加費：A ／ 29,500 円 B ／ 34,500 円（いずれもプレキャンプ 含む）
■概要 障害のあるなしにかかわらず、さまざまな子どもたちが大自然の中で寝食をともに過ごすキャンプです。
「ひとりひとりが輝く空間」をテーマに、ともに笑い、ともに作り、ともに遊び、
「楽しさ」を共有しながらお互いを知
っていきます。
障がいのある子のきょうだいにとっても、自分自身がしっかり認められ、楽しむ機会ともなっています。いろんな
体験をすることで、自分を知ることにもつながります。

キャンプは子ども数人のグループ行動を基本と
し、学生ボランテイアがサポートします。

夏休み川のほとりキャンプ

■対象：小３〜中３までの LD、ADHD、自閉症スペクトラム、ダウン症、知的障がいなど
の子と障がいのない子
■日時：8 月 20 日〜 22 日 2 泊 3 日 プレキャンプ７月 15 日
■場所：岐阜県中津川市乙女渓谷キャンプ場 ■申込締切：6 月 18 日
■参加費：29,500 円（プレキャンプ含む）
■概要：人と協力することが苦手な子どもたちを対象に、非日常の中で小さな「できた」から大きな「成功」まで、た
くさんの成功体験を積み重ねて自分を大切にする気持ちを育んでもらうキャンプです。春と夏の年二回開催。リラ
ックスした空間で、飯ごう炊飯、工作、スタンツ（寸劇・出し物）などにチャレンジします。
この楽しい体験が自信につながり、
「来年も来たい」と自分から積極的に話してくれる子や、次回参加を楽しみに
して前向きな生活を送ってくれる子もいます。
※春休みは、春日井市少年自然の家で、1 泊 2 日のキャンプを行っています。

清流での飛び込みは、冷たくて気持ちがいい！
キャンプ生活には普段できない 体験がいっぱい。

夏のお泊り会

■対象：ＬＤ、ＡＤＨＤ、自閉症スペクトラム、ダウン症などの他、宿泊練習がしたい小３〜中３の児童・生徒。
■日時：8 月 26 日〜 27 日 1 泊 2 日 プレキャンプ７月 15 日
■場所：春日井市少年自然の家 ■申込締切：6 月 18 日
■参加費：18,500 円（プレキャンプ含む）
■概要：親元を離れての宿泊をしたことがない子、不安がある子でもチャレンジしやすい宿泊行事です。子ども４、
５人に大学生のおにいさん、おねえさんが２人加わる小グループで活動。全体行動、レクリエーション、食事作り、片
付け、就寝から起床の宿泊行事を、距離が近くて分りやすい指導のもとで体験できます。

ひまだりキャンプ
ひだまりキャンプ

■対象：学生との交流を必要としている小３〜中３の児童・生徒。LD、ADHD などの子にも対応。
■日程：10 月〜 2 月の年 4 回（デイキャンプ 2 回、１泊２日キャンプ 2 回）
■場所：あいち健康の森他
■参加費：デイキャンプ／ 1 回 3,000 円 11 月宿泊キャンプ／ 16,500 円 2 月宿泊キャンプ／ 17,500 円
■概要：日常生活では周囲のペースに合わせられず、ストレスを感じている子どもたちが、自分らしくのびのびと
楽しめる年４回の野外活動です。
「ホッとできる居心地のいい場所」をテーマにつくるあたたかい雰囲気の中、子ど
もたちは学生ボランテイアと安心できる信頼関係を築き、自分のペースでのんびりすごして楽しみます。子どもた
ちが日々をがんばるエネルギーを創造する「ひとりひとりの居場所」となることを目指しています。
※いずれのキャンプに参加する場合も、年度初回に限り利用者年会費として 2,500 円を別途頂戴いたします。ご了承ください。
※掲載している写真は、保護者のご承諾をいただいております。

■各キャンプ後援／愛知県教育委員会、
名古屋市教育委員会など

■各行事の要項はアサヒキャンプ名古屋のホームページからダウンロードできます。

キャンプ説明会およびキャンプ資料申し込み用紙
必要事項をご記入の上、切り取らずのそのままファックスしてください。

歌や寸劇などを披露するスタンツ大会は、子ど
もたちが積極的に発表し、互いを認め合う場に
なっています。

子どもたちの理解と行動
を促す様々な工夫
キャンプ場では、あらゆる子どもたち
が自主的に活動できるよう、学生ボラ
ンテイアが理解と行動を促す様々な
工夫を行っています。

何をするか明示すると、子ど
もたちは見通しをもってス
ムーズに活動することがで
きます。

FAX052-908-0635

ご用件：□説明会参加申し込み（□4 ／ 28 □5 ／ 12 □5 ／ 26 □6 ／ 2）
□資料希望（□夏いろキャンプ □川のほとりキャンプ □夏のお泊り会 □ひだまりキャンプ）

フリガナ

〒

お名前

ご住所

ご連絡先

TEL

FAX
ご質問、ご相談など

メールでのキャンプに関するお知らせをご希望の方はご記入ください

E-MAIL

図やイラスト
を用い、視覚的
にわかりやす
く、子どもたち
に行うことを
伝えます。

