
※応募者多数の場合は先着とさせていただきます。

参加費：無料（宿泊代・食事代含む）

募集対象：学生（大学生他）

７月１８日の事前説明会に参加できる学生

８月７日～９日の３日間参加できる学生

募集人数：１２名※

開催日時：２００９年８月７日（金）午前８：００ 集合

～９日（日）午後３：００ 解散（予定）

開催場所：磐田市竜洋海洋公園内 ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場・

しおさい竜洋他（磐田市駒場6866-10）

　
　
　
　
　
　

 
主　  催： 青少年 絆 育成事業実行委員会
共　  催： 磐田市教育委員会・（社）磐田青年会議所
後　　　援： 磐田商工会議所
協力団体： 豊田ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ・磐田ＮＰＯ活動推進協議会・

NPO法人磐田市体育協会・ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ磐田地区連絡協議会

青少年 絆 育成事業実行委員会

　　〒４３８－００７８　磐田市中泉２８１－１
（社）磐田青年会議所　内

 ＴＥＬ： ０５３８－３７－１６１６
ＦＡＸ： ０５３８－３７－６３５１

 E-mail： iwata-jc@inh.co.jp
担当者携帯 ０９０ ４０６２ ９１１５（担当 橋本）

お問い合わせ先

学生募集担当：橋本　安弘

参加費：無料（宿泊代・食事代含む）

募集対象：学生（大学生他）

７月１８日の事前説明会に参加できる学生

８月７日～９日の３日間参加できる学生

募集人数：１２名※

募集〆切

2009年6月30日（火）

事前説明会の開催 ２００９年７月１８日（土）

午前９：３０～１１：３０
参加対象者：キャンプ参加児童及びその保護者

（親子での参加をお願い致します）

学生ボランティア

内 容：事業概要の説明等

持ち物：ボランティア依頼決定通知書

(申込み受付後に発行します。）

健康保険証のコピー（Ａ４サイズ）

開催日時：２００９年８月７日（金）午前８：００ 集合

～９日（日）午後３：００ 解散（予定）

開催場所：磐田市竜洋海洋公園内 ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場・

しおさい竜洋他（磐田市駒場6866-10）

内容：スポーツ交流会・ウォークラリー・各種セミナー・

キャンプファイヤー（雨天：ミニゲーム大会）・

カレーづくり大作戦 ほか

担当者携帯： ０９０－４０６２－９１１５（担当：橋本）

※ 内容等に一部変更がある場合があります。ご了承ください。
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F A X ０５３８－３７－６３５１
参加申込書

参加を待ってるよ♪

  ０５３８ ３７ ６３５１
郵　　送 〒438-0078 磐田市中泉281-1　（社）磐田青年会議所

募集〆切： ２００８年６月３０日（火）必着

ふ り が な

性 別 男 ・ 女

満 歳
資料送付先となります （　　　　　 ）

現住所以外に連絡を希望する場合 （　　　　　 ）

番号 アドレス ※　数字とアルファベットが区別できるように記入をお願いします。

学 校 名 Ｔシャツサイズ　　ＳＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　２Ｌ　３Ｌ

参加に関する保護者の同意書（未成年の方は記載をお願いします。）

申し込み日：

保護者氏名 印

日

参加申込書

氏名

２００９年 月

　青少年 絆 育成事業実行委員会の主催するキラリ☆サマーキャンプ２００９への参加に同意します。

現住所

携　　帯

身長　　　　　　　ｃｍ

電話

－
電話

連絡先
〒

方呼出し

方呼出し

月 日

〒 －

生年月日
平成 年

参加を待ってるよ♪

保護者氏名： 印

いただいた情報は安全管理責任者を設置するとともに、（社）磐田青年会議所が主催・共催する

青少年育成事業及び付帯・関連する事業案内等、事業遂行に必要な範囲内で利用します。

参加を待ってるよ♪



学生の皆さまへ

青少年 絆 育成事業

今年で４回目になるキラリ☆サマーキャンプは毎年掲げているテーマがあります。
１回目「融和」２回目「郷土愛」３回目「心」をテーマに開催させて頂きました。
今年は「絆」をテーマとし、子供たちの「自立」「自主性」を育成する機会としたいと考えて
おります。昨年から子どもたちの自主性にも注目してプログラムを計画・実施してまいりましたが、
今年度はさらに自主性を重視した内容を盛り込むように計画しています。与えられたプログラム
を受身として学ぶだけではなく、子どもたち自身に判断をさせ、自発的に学ぶ、それが我々の住む
地域の自立した明るい未来に繋がるものであると考えます。今回は企画におきましても、
大いに趣向を凝らしてご満足いただけるものにしたいと考えており、またお子様が成長する過程
において、良い経験となると確信しております。 
ぜひ、多くのお子様の参加を心よりお待ちしております。

敬具

・キャンプを通じて、この地域の将来を担う青少年達に、
　日頃の生活からは感じることが出来ない何かを感じてもらい、
　自身の将来に繋がる思いやり溢れる感性や自主性の心を育んでもらいたい。
・キャンプを通じて、地域の子どもたちが一つの目的に向かって
　参加することで、固い絆で結ばれる場としてもらいたい。
　また、子供たちの規範となる親やその他参加者が
　家族愛や社会道徳を再考するきっかけとなる事業としたい。

・スポーツやアトラクションを通した交流プログラムの実施
・子供たちの思いやり溢れる感性や自主性の心を育むセミナーの開催
・リーダーシップや子供たちの絆を育成するプログラムの実施
・地域の食材を活かした協働調理の実施
・事前説明会と親子交流プログラムの開催
・キャンプアルバム（事業報告）の配布

【安全対策】
・救護室（看護師）を設置し、常駐とする
・緊急連絡網を作成し、緊急時に備える
・キャンプ期間中の保険への加入

２００９年８月７日（金）～９日（日）

　８月７日（金）　８：００　集合
　８月９日（日）１５：００　解散

終了・片付け後　反省会を兼ねたお食事会を用意しております（１７：００～）
　

磐田市竜洋海洋公園内（住所：磐田市駒場6866-10）
　オートキャンプ場・しおさい竜洋 他

７月１８日（日）午前１０：００～１２：００の事前説明会に参加できる学生
８月７日～９日の３日間参加できる学生
以上2つの条件を満たす学生を募集します。

【事業目的】

【事業内容】

【開催場所】

【募集対象】

キラリ☆サマーキャンプ200９開催について

【開催日時】

青少年絆育成事業実行委員会　大会会長  　青島邦信

≪事業概要≫



8月7日(金）

時間 内容 会場
9:30 現地集合(受付９時～） 体育館

10:00 開会式 体育館
10:15 チームミーティング（自己紹介ほか） 体育館
10:45 スポーツ交流プログラム 体育館
12:00 昼食 しおさい竜洋・レストラン
13:00 研修プログラム 体育館
15:00 テント張り キャンプ場
16:30 ウォークラリー準備 しおさい竜洋・別館
18:00 夕食 しおさい竜洋・レストラン
19:00 入浴 しおさい竜洋・浴場
20:00 キャンプファイヤー キャンプ場

（雨天：ミニゲーム大会） （体育館）
21:30 就寝 キャンプ場

8月8日(土）

6:30 起床 キャンプ場
7:00 朝礼・ラジオ体操 しおさい竜洋・なぎさ広場
7:30 朝食 しおさい竜洋・レストラン
9:00 ウォークラリー（昼食含む） 磐田市内・体育館

17:00 夕食 しおさい竜洋・レストラン
18:00 フリータイム キャンプ場内・体育館
20:00 入浴 しおさい竜洋・浴場
21:30 就寝 キャンプ場

8月9日(日）

6:30 起床 キャンプ場
6:45 朝礼・ラジオ体操 しおさい竜洋・なぎさ広場
7:00 朝食 しおさい竜洋・レストラン
8:30 テント片付け キャンプ場

10:00 昼食カレーづくり大作戦 しおさい竜洋・なぎさ広場
12:00 ＊昼食 しおさい竜洋・なぎさ広場
13:30 ＊親子交流プログラム 体育館
15:00 ＊閉会解散 体育館

　　　　　　　＊マークについては保護者及び保護者＆小学生の交流イベントとなります。

8月９日（日）1２：00よりお子様と保護者の方々とご一緒に食事をしていただく企画をしております。
また食後には、親子交流プログラムや閉会式を予定していますので、是非とも保護者の方々には、
『昼食』から参加していただき、閉会後にお子様と一緒に帰路についていただきたいと思って
おります。
ご理解とご協力の程よろしくお願い申しあげます。

 　　※保護者の方々の集合は１１：３０　解散は子供とともに15：00を予定しております。

青少年 絆 育成事業

キラリ☆サマーキャンプ2009
タイムスケジュール（案）
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