開催要項
令和４年度 教育事業「きらりキャンプ in 阿蘇」

子どもは「自分らしさを！」＆親は「子育てに新たな気付きを！」
阿蘇きらりホテルで、見つけようみんなのキラリ☆
１

趣 旨

国立青少年教育振興機構の各教育施設において、発達障がいを含めた障がい
のある青少年を対象に、自然体験等の活動を通じ、子ども達の自己肯定感の向
上や生活習慣の改善等につながる多様な体験を提供し、自立する力を身に付け
ることを目指す。

２

主 催

国立阿蘇青少年交流の家

３

後 援

熊本県教育委員会

４

期 日

令和４年 12 月３日（土）～４日（日） 【１泊２日】

５

会 場

国立阿蘇青少年交流の家

６

対象者

発達障がいを含めた障がいのある小学生とその家族 ６家族 25 名程度
※中学生以上の兄弟等の参加は不可。
※幼児以下の参加の場合は、全ての活動において保護者の付き添いが必須。

７

参加費

小学生
保護者
幼児

８

携行品

□焼き芋用の芋（食べられる分を持ってきてください。）
□野外活動に適した服装（長袖、長ズボン、軍手）
※1 日目の「草原でお宝を探そう！」と２日目の「炭で火を起こして、焼き
芋を作ろう！」で着用します。
□タオル □帽子 □着替え（1 泊 2 日分）□水筒
□洗面用具（歯ブラシ・歯磨き粉） □常備薬（必要な人） □マスク
□はき慣れたくつ（サンダル等は不可） □体育館ではく上ばきの靴
※リンスインシャンプーとボディーソープはお風呂にあります。
※飲食物（お菓子など）やゲーム機などの持ち込みはできません。

９

申し込み

阿蘇市教育委員会

1,800 円（食事代、シーツクリーニング代、保険代等を含む）
2,000 円（食事代、シーツクリーニング代、保険代等を含む）
1,200 円（食事代、シーツクリーニング代、保険代等を含む）

Web にてお申込みください。※以下の URL へアクセスするか QR コードを読み
取り、申込みフォームへお進みください。
https://aso.niye.go.jp/event/index.php
申込締切 令和４年 10 月 28 日（金）
※ 学校行事等の日程をご確認の上、お申込みください。
※ お申し込み多数の場合は、抽選により参加者を決定いたします。
※ 当選・落選の通知は全ての方にメールにてお知らせします。
なお、当選した方のみ、参加確認書を送付させていただきます。

【申し込み先】 独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家
ＴＥＬ：０９６７－２２－０８１３ （担当：遠山・中島・前田）
メール：aso-su@niye.go.jp

１０

キャンセルについて
参加決定後にキャンセルされる場合は、食事代についてキャンセル料が発生することがあり

ますので、参加をキャンセルされる場合は、速やかに連絡をお願いします。
・実施日の７日前 15：00 まではキャンセル料→なし
・実施日の７日前の 15：00 以降から２日前の 15：00 の間でのキャンセル→キャンセル料 50％
・実施日２日前 15：00 以降、実施当日のキャンセル→キャンセル料 100％

１１

日程
【12 月３日（土）】 ※

参加者の皆様は、12：30 までにお越しください。

12：30

入所

「お部屋にチェックイン！お茶菓子をどうぞ！」

13：00

入所式 「ようこそ！阿蘇青少年交流の家へ！」

13：20

活動① 「施設を探検しシールを集めよう！」

14：00

活動② 「草原でお宝を探そう！～オリエンテーリング～」
（雨天時：ASO びんピック２０２２）

16：00

活動③ 「お部屋にもどって、寝るための準備をしよう！」（寝具の準備）

16：30

活動④ 「施設を探検しシールを集めよう！part2」
もしくは、お部屋で「のんびりタイム！」ゆっくり過ごしましょう！

17：00

入浴

「阿蘇銭湯へようこそ！みんなでお風呂に入ろう！」
男性は「高岳の湯」へ。女性は「中岳の湯」へ。

18：00

夕食

「レストランきららへようこそ！晩ごはんを食べよう！」

19：00

活動⑤ 「子どもだけのキャンドルのつどい！レクリエーションをして遊ぼ
う！」

＜19 時から、保護者は大研修室で講師の松本裕子氏の講話や交流会を行います。＞
19：00

松本ゆうこさんの子育てのお話、子育てのお悩み相談会

21：00

お子さんを体育館にお迎え後、一緒に部屋に戻ります。

21：30

検温、就寝

22：00

消灯

【12 月４日（日）】
6：30

起床、検温

7：30

朝食

8：15

活動⑥ 「チェックアウトの準備をしよう！～寝具を片付けよう！～」

9：00

荷物を車に移動後、退所点検

9：00

活動⑦ 「炭に火を起こして、焼き芋を作ろう！」

10：00

「レストランきららで朝ごはんを食べよう！」

活動⑧ 「忍者体験！森の中で思いっきり体を動かそう！」
（雨天時は、体育館で忍者道場体験）

11：00

活動⑨ 「ホクホクの焼き芋を食べよう！」

11：00

退所式 「ホテルをチェックアウト！阿蘇青少年交流の家をご利用いただき
ありがとうございました！」
※天候その他の事情でプログラムを変更する場合があります。

１２

その他

（１）個人情報の取り扱いについて
申し込みの際にご記入いただいた個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構
が保有する個人情報の適切な管理に関する規程」等に基づき適切に管理し、この事業に関
する事務のみに使用し、法令等に定める場合を除いて第三者に開示することはありません。
本事業で職員等が撮影した写真や映像、制作物、感想文等の著作物を、当機構の広報等
に使用する目的で、報告書や刊行物、インターネット（ソーシャルメディアサービスを
含む） 等に掲載することがあります。また、新聞社、雑誌社等が発行する刊行物に記事・
写真を掲載することもあります。 なお、当機構がインターネット上に公開した肖像及び
著作物について、本人（又は保護者） から削除依頼を受けた場合は速やかに削除します。
ただし、印刷物等については対応できかねますのでご了承ください。
※申込フォームに確認欄がありますので、確実にご入力ください。
（２）感染症拡大防止対策
①当施設の定める、「教育事業における新型コロナウイルス感染症対策のあり方について」
に準じて十分な感染防止対策をとります。
②参加決定後、参加者には２週間前からの検温（朝・晩）を行っていただきます。
※詳しくは、参加決定後の二次案内でお知らせします。
③新型コロナウイルスの感染拡大が心配される場合は、延期または中止する場合があります。
〇緊急事態宣言、まん延防止等重点措置（国、県）が発令されている。
〇その他、国や県からの指示による。
（３）悪天候によるプログラム、期日の変更について
台風接近や豪雨等により、実施が難しいと判断した場合は、プログラムの変更、もしく
は延期または中止する場合があります。
１３ 国立阿蘇青少年交流の家 案内図

＜国立阿蘇青少年交流の家 主催＞ 小学生とその家族対象
令和4年度 教育事業「きらりキャンプin阿蘇」

子どもは「自分らしさを！」＆親は「子育てに新たな気づきを！」

阿蘇きらりホテルで、見つけようみんなのキラリ☆
小学生対象

～子育てのヒントさがして１泊２日の親子宿泊～
秋の国立阿蘇青少年交流の家 「阿蘇きらりホテル」で自然体験＆子育て
座談会に親子で参加しませんか？阿蘇きらりホテルでは、様々な工夫をも

とに、どの子も楽しめる活動を用意しています。特性があって、普段なかなか
うまく活動に参加出来ないお子さんでも大丈夫！充実の２日間を！（裏面参照）
【ポイント１】 親子de活動…サポート付き野外・体験活動を一緒に楽しめる。
【ポイント２】 「子育て座談会」……子どもはスタッフと活動中に、親だけ
別室で、講師のサポートクリエーター松本ゆうこさんをお招
きしての「子育て講座」開催。 子育てのヒントを学べますよ。
お悩み相談含め、みんなで一緒にお話してみませんか？
幼稚園、小学校教諭、熊本県こども総合療育センターなど
での勤務を活かし、特別支援教育を専門に、各種講座や講演
会の講師、また、カウンセリング、子どもから大人向けの
SST（ソーシャルスキルトレーニング）等を行っている。さ
＜講師＞公認心理師 らには、いじめ・障害・不登校とバラエティにとんだ「3人
サポートクリエーター の我が子の子育て」経験を元に、保護者の気持ちに寄り添い
松本 ゆうこさん
ながら、日々、子育てのアイデアを生み出している。

＜1泊2日で、充実した体験活動！＞※詳細は裏面をご覧ください。
阿蘇といえば、大自然！
家族で阿蘇の大自然の中で思いっきり体を動かしませんか？

「草原で宝探し！」「忍者道場体験！」など楽しい自
然体験活動が満載！ ボランティアのお兄さん、お姉さん
もサポートしてくれるので、保護者も安心して遊べます！

ルールを
理解して
活動できる

集団宿泊教室
修学旅行の

事前練習に

開催日 令和4年12月3日（土）～4日（日）
場 所 国立阿蘇青少年交流の家（TEL 0967‐22‐0813）
〒869-2692熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1

※裏面に日程等詳しいことが掲載されています。ご覧ください。

＜詳しい日程＞
【12月3日（土）】 ※ 参加者の皆様は、12：３０までにお越しください。
１２：３０
１３：００
１３：２０
１４：００

入所
入所式
活動①
活動②

「お部屋にチェックイン！お茶菓子をどうぞ！」
早く終わったら、体育
「ようこそ！阿蘇青少年交流の家へ！」
館でレクリエーション
「施設を探検しシールを集めよう！」
を行います。
「草原でお宝を探そう！～オリエンテーリング～」
（雨天時：ASOびんピック２０２２）
１６：００ 活動③ 「お部屋にもどって、寝るための準備をしよう！」
（寝具の準備）
１６：３０ 活動④ 「施設を探検しシールを集めよう！part2」
もしくは、お部屋で「のんびりタイム！」ゆっくり過ごしましょう！
１７：００ 入浴
１８：００ 夕食

「阿蘇銭湯へようこそ！みんなでお風呂に入ろう！」
男性は「高岳の湯」へ。女性は「中岳の湯」へ。
「レストランきららへようこそ！晩ごはんを食べよう！」

お風呂に入らな
いくてもＯＫ！
家族みんなで入
る場合は、事前に
相談してください。

１９：００ 活動⑤ 「子どもだけのキャンドルのつどい！レクリエーションをして遊ぼう！」
＜１９時から、保護者は大研修室で講師の松本ゆうこ氏の講話や交流会を行います。＞
１９：００ 松本ゆうこさんの子育てのお話、子育てのお悩み相談会
２１：００ お子さんを体育館にお迎え後、一緒に部屋に戻ります。
２１：３０ 検温、就寝
２２：００ 消灯

【12月４日（日）】
６：３０
７：３０
８：１５
９：００
９：３０
１０：００

起床、検温
朝食 「レストランきららで朝ごはんを食べよう！」
活動⑥ 「チェックアウトの準備をしよう！～寝具を片付けよう！～」
荷物を車に移動後、退所点検
活動⑦ 「炭で火を起こして、焼き芋を作ろう！～災害にそなえよう！～」
活動⑧ 「忍者体験！森の中で思いっきり体を動かそう！」
（雨天時は、体育館で忍者道場体験）
１１：００ 活動⑨ 「ホクホクの焼き芋を食べよう！」
１１：３０ 退所式 「阿蘇青少年交流の家をご利用いただきありがとうございました！」

＜対象者・参加費＞
対象者：小学生とその保護者（家族での参加可）
※中学生以上の参加は不可
※小学生未満の参加の場合は、全ての
活動で保護者が付き添ってください。
募集定員：6家族25名程度 ※応募多数の場合は、
抽選により参加を決定します。
参加費： 小学生：1800円 保護者：2000円
幼 児：1200円
※参加費には、食事代、シーツクリーニング代、
保険代等が含まれます。

＜募集締め切り＞
令和4年10月28日（金）
当選・落選の通知は、11月4日（金）までに、全ての
方にメールにてお知らせいたします。

＜申込方法＞
Webにてお申し込みください。
阿蘇青少年交流の家ＨＰへアクセ
スするかＱＲコードを
読み取り、交流の家の
「企画イベント情報」
を開き、申込フォーム
へお進みください。
※申込フォーム登録後、指定の
メールアドレスに確認のメールが
届きます。確認のメールが届かな
いときは、フィルタの設定変更や、
正しいメールアドレスを再度入力
する等お願いします。
担当：遠山、中島、前田

