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2018 夏の山の学校

妙高（ＭＹＯＫＯ）チャレンジ ２０１８

参加のしおり

夏の山の学校 「ＭＹＯＫＯ チャレンジ」の参加にあたっての準備や注意事項をまとめましたので、

ご確認をお願いいたします。

●開催スケジュール・開催地

・期日 ２０１８年８月９日(木)～１１日(土・祝)

・宿泊地 国立妙高青少年自然の家

〒949-2235 新潟県妙高市大字関山 6323-2

TEL0255-82-4321 FAX0255-82-4325

緊急の場合以外のお電話はご遠慮ください。

●集合に関して

【集合時刻】 ８月９日(木)午前７時３０分

【集合場所】 横浜駅東口 Ｑｾﾞﾐ横浜校となりﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ付近

*集合前にトイレに行っておいてください。

●解散に関して

【解散時刻】 ８月１１日(土・祝) 午後６時

【解散場所】 午後６時までに集合場所と同じ場所にお迎えにいらしてください。

※交通機関の運行状況により遅れる場合がございます。その際は、一斉メールにて情報を発信させて

いただきます。

●集合時の緊急連絡先 スタッフ携帯

０８０－７９９０－０５９５
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●行動スケジュール

第１日目：８月９日(木) 第２日目：８月１０日(金) 第３日目：８月１１日(土)

7:30

8:00

14:00

15:00

17:00

18:00

19:30

20:30

21:00

横浜駅東口集合

横浜駅東口出発

大型貸切バス

にて移動

途中のＳＡにて

昼食（お弁当）

国立妙高青少年自然の家

到着

入所式

秘密基地づくり開始

＜ありの巣の森＞

入浴

夕食

＜食堂＞

クラフト制作

＜クラフトルーム＞

健康チェック

就寝

6:30

7:00

7:15

9:00

11:00

12:00

14:00

17:00

18:00

19:30

20:30

21:00

起床

朝のつどい

朝食

健康チェック

野外炊事

チームで協力！

美味しいカレーを

作ろう！！

＜第二野外炊事場＞

昼食

＜屋外＞

後片付け

源流探険

生き物を探しながら

チーム全員で川を

さかのぼろう！！

入浴

夕食

＜食堂＞

キャンプファイヤー

＜ありの巣広場＞

健康チェック

就寝

6:30

7:00

7:15

8:00

9:30

12:00

13:30

18:00

起床

朝のつどい

朝食

健康チェック

清掃・部屋点検

荷物整理

森あそび

＜スバルの丘＞

＜ありの巣の森＞

昼食

＜食堂＞

退所式

国立妙高青少年自然の家

出発

大型貸切バス

バスにて移動

横浜駅東口着

チームごとに報告

＝＝＝解散＝＝＝

バイ、バーイ！！

また会いましょう！

スケジュールおよびプログラム内容は、当日の天候状況や道路交通状況などにより変更になることが

ございます。予めご了承ください。
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●持ち物

●集合時の服装・持ち物

服装・・・・動きやすい服装、活動しやすい履き慣れた靴、帽子

持ち物・・・(Ａ)荷物を入れる大きなリュック (Ｂ)小リュック(持ち歩き用)

●リュックの例

(Ａ) ※目立つところに名前を付けてください。 (Ｂ)

(Ａ)大リュックに入れるもの

用意するもの 備 考 数量 ﾁｪｯｸ

パジャマ 宿泊室は冷房完備です。 １

下着 予備もあると良いです。 ２組以上

着替え
普段着でかまいませんが運動に耐えられるもの

にしてください。女子スカート不可。
２組以上

ハンカチ・タオル 汗ふき用、入浴用。 ２枚以上

くつ下 ２組以上

防寒着 ｳｨﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ、ﾄﾚｰﾅｰなど。虫さされ防止にも。 １組

洗面具 リュックのポケット等、出しやすい所へ １組

バスタオル スポーツタオルも可。 １

体温計 毎日検温します。練習しておきましょう。 １

ビニール袋
汚れ物を入れたり、あればなにかと便利です。

スーパーの袋でも可。
多めに

上履き 履き慣れているもの。施設内で使用します。 １足

常備薬
常備薬を持たせる場合は、薬の名前と飲み方の

メモも持たせてください。

虫よけ対策 虫よけパッド、スプレー、虫さされ薬など
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(Ｂ)小リュックに入れるもの。

用意するもの 備 考 数量 ﾁｪｯｸ

１日目のお弁当 １日目の昼食です。ごみは原則持ち帰りです。 １

水筒
中身はお茶を入れてください。

２日目以降は、現地で用意をします。
１

ハンドタオル 汗拭き用。 １

ポケットティッシュ １以上

合宿ノート プラス１ミーティング時にお渡しします。 １

筆記用具 １

帽子 １

雨具
ビニールレインコートや頭からかぶれるもの。

かさは不可。
１

軍手
綿100%の軍手を！ 化学繊維・混紡製は、熱を伝

えやすく不可。ゴムのすべり止め付も不可。
１

懐中電灯 ヘッドランプタイプが望ましい。 １

酔い止め薬 必要なお子さんはご準備ください。

※携帯電話、現金は持たせないでください。

●当日の持ち物のパッキング

①下着と洋服を一緒に「１日目の夜に着るもの」「２日目の朝に着るもの」のように１回分ずつの着替え

をひとまとめにしてパッキングをしてください。ジップロックのような透明な収納袋に入れるとわかり

やすいです。

②お子さんが汚してしまうことを考え、予備の着替えも持たせてください。

③同じチームのお友だちと持ち物がかぶることがよくあります。去年の夏は、名前が書かれていない忘れ

物が多発しました。すべての持ち物に名前を記入してください。どんなに小さなものでも名前を書くよ

うにしてください。お子さんが見て自分のものだと分かる場所に書いてください。必ずお願いします！

④最終的にバッグに荷物を詰める作業は、お子さんにさせてください。大きなリュックは、自分で持ち運

びができるかどうかも確認してください。
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●その他

・班編成、引率者の人数と役割について

班は、1チーム８人、全部で５チームを予定しています。男女混合・学年混合で編成します。班にはそれ

ぞれリーダー（男女）が付き、活動を共にしながら、子どもたちの安全管理をおこないます。班のリーダ

ーとは別に全体を総括するディレクターチーム（含む看護士）がいます。

・食事はバイキング形式です。

２日目の昼食以外は、食堂で食べます。バイキング形式で、自分でメニューの中から選び、取り分けます。

食べられる分の量をとり、残さずに食べることも食事のマナーとして指導していきます。食べ始めから後

片付けまでを、チーム単位で行動し協力して行います。他の団体もいる大食堂での振る舞い方なども子ど

もたちにとっては、勉強の場になります。テーブルで待っていれば、食事が出てくるわけではありません。

それら全部をひっくるめて、山の学校の活動とお考えください。

・食べ物アレルギー

事前に登録していただく参加者カルテに必ず記入してください。お子さんの健康面やアレルギーについて

は正確に記入願います。その情報をもとに、事前に食堂の担当者と打ち合わせをします。対応の方法は、

以下のようになります。

Ａ対応：アレルギー食材表をリーダーと本人で確認しながらバイキングで食事をとる。

Ｂ対応：食堂が用意したものをカウンターで受け取り、食堂で食事をとる。

Ｃ対応：食堂が用意したものをリーダーがカウンターで受け取り、別室で食事をとる。

・事故防止についての対策

健康管理については、毎日、起床時と就寝時に検温し、全員の健康状態を日々把握していきます。（記録

は合宿ノートに記入します）また、ディレクターチームがリーダーのサポートとして子どもの健康、安全

管理に注意を払っています。万が一、病気やケガで医師の診断、治療が必要と判断した場合は、病院に連

れて行き、医師の診断、治療結果を保護者の方にご連絡いたします。健康保険証のコピーをプラス１ミー

ティング時にお持ちください。なお、看護スタッフとして、女性看護士が１名 ２泊３日同行いたします。

＜最寄りの医療機関＞ 妙高診療所 0255-82-2045

県立妙高病院 0255-86-2003

けいなん総合病院 0255-72-3161

・乗り物酔いについて

対処法としては、体調を整えること。睡眠不足・厚着・空腹・満腹・便秘・柑橘類(消化が悪い)は禁物で

す。予防薬(酔い止め薬)はかなり有効性が高く、薬を飲んだという安心感がその効果を強めます。乗り物

に乗車する３０分前を目安に服用してください。事前対策としては、毎日でんぐり返しを 10 回続ける、

鉄棒・ブランコ・シーソー・滑り台等をして内耳にある三半規管を鍛えると酔い難くなります。
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●費用について

・ 45,000 円＋税 ※兄弟参加割引適用の場合は\40,000＋税

お支払い方法

・在籍生・・・口座引き落としの方は 7月末にご請求させていただきます。

・一般生・・・プラス 1ミーティング時に振込用紙をお渡しします。コンビニエンスストアにて入金
締切日までにお支払いください。振り込み手数料はお客様負担となります。

●キャンセルについて

参加を取りやめる場合は、速やかに総合ｲﾝﾌｫ

ﾒｰｼｮﾝ：０１２０－２６－３１４９までお電話

をお願いいたします。出発日の前日から起算

して 30 日前よりキャンセル料がかかります。

キャンセル料は右の通りです。

●山の学校開催中(8/9～11)の緊急連絡先

・在京本部 ０１２０－２６－３１４９ 8/9～8/11 10:00-18:00

・現地スタッフ携帯 上記時間以外 ０８０－７９９０－０５９５

もしくはメールアドレス good@riq.co.jp

※参加者の体調不良など緊急連絡が必要な場合は、現地スタッフから参加者カルテ登録の緊急連絡先に

連絡します。連絡がない場合は、無事に過ごしているとご判断ください。

※出発時までの期間での、ご質問やご相談も上記連絡先にて承ります。

キャンセル時期 キャンセル料

７／１０～７／２１ 参加費用の１０％

７／２２～８／８ 参加費用の２０％

出発日当日８／９ 参加費用の５０％

無連絡の不参加 参加費用の１００％
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山 学校   泊 日        
             

※プラス１ミーティングに参加できない方へ

①当日配付する合宿ノートは郵送いたします。(7/25 発送予定）
②健康保険証のコピーを 8/1 までに郵送、または在籍校舎に提出（在籍生の方）をお願いいたします。

送付先：210-0023 川崎市川崎区小川町 14-19 浜屋八秀ビル１Ｆ 夏の山の学校担当者行

●当日までの事前課題に関して

山の学校で学ぶことが２泊３日だけで終わらないように、当日までの事前課題を用意しています。

具体的な例 お手伝いをする。（ごはんをよそう/野菜を切る/お茶を注ぐ/料理を運ぶ/テーブルを

ふく/布団・毛布をたたむ/掃除をする など）

自分のことは自分でやる。（髪を洗う/服をたたむ/服の準備をする/体温を測る など）

調べてみる。考えてみる。（夏の星座を調べる/秘密基地の設計図を考える/集合場所

までの行き方を調べる/新潟県のことを調べる など）

おもに、山の学校の中で実際に行うことの練習や事前調査になっています。プラス１ミーティングから

出発日までの間、事前課題に積極的に取り組むことで、本人にも自信が芽生え、山の学校を２倍にも

３倍にも活かすことができるでしょう。

●７/２２(日)プラス１ミーティングのご案内

プラス１ミーティングは、参加者のご家庭が、事前に集まって交流を深めておくことで、参加に

不安のあるお子さんの気持ちを和らげ、当日までの期待を高めることを狙いとしています。

会場：    県民       会議室

時間：受付開始 9:40 10:00ｽﾀｰﾄ 11:30 終了

親子でご参加ください。

持ち物：健康保険証のコピー

筆記用具

内容：みんなで楽しく仲良くなるゲーム

事前学習会、保護者説明会

当日の緊急連絡先
０８０－７９９０－０５９５

●かながわ県民センターへの行き方

「横浜駅」地下鉄出口８から、地下街をとおり

「中央モール」を左折し「北６」出口を出て、

徒歩およそ２分


