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保護者のみなさまへ 

平成 23年 7月 20日 

 

 

長野県社会福祉協議会 

安曇野市社会福祉協議会 

 

このたびは、遠路はるばる夏の信州にお越しいただけること、関係者一同心より歓迎いたします。 

信州も例年より早く梅雨明けし、まっ青な空と深緑の山々、そしてフレッシュな水と風が南相馬

のみなさんをお待ちしています。 

ぜひ今回の高原学校イン安曇野では、信州の自然の中で思いっきり心身ともに開放していただき、

おいしい水や食材を味わっていただき、そして何よりも信州の子どもたちとの新しい出逢いを楽し

んでいただければ幸いです。 

お子さんたちがいらっしゃる長野県安曇野市は、現在、ＮＨＫの連続テレビ小説の舞台となって

いる、北アルプスのふもとの豊かな田園地帯です。 

安曇野市社会福祉協議会、池田町社会福祉協議会が事務局となり、地元の子供たちやボランティ

ア団体が協力して高原学校の準備をしており、みなさんとの出会いを楽しみにしております。 

ぜひ一緒にたくさんの思い出を作ることができたら嬉しいです。 

 保護者のみなさまには、今回お子さんたちを送りだしていただき誠にありがとうございます。お

子さんの滞在中、けがや病気もなく、無事にまた南相馬市にお帰りになるまで、どうぞみなさまの

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

  ○集  合  ８月１日（月） ７：４５ 桜平山さくらホール集合  

   引率リーダー（酒井洋さん） 

   名鉄観光福島支店（バス会社：メール観光）０２４－５２１－１３４１ 

  ○到  着  ８月５日（金）１８：００ 桜平山さくらホール集合  

   引率リーダー（酒井洋さん） 

連絡先 

○ 主 催 者 

 長野県社会福祉協議会  ℡026-226-1882  長野市若里７－１－７ 

 安曇野市社会福祉協議会 ℡0263-72-1871   

 

○宿泊場所 

 農家民宿「ごほーでん」  ℡ 0263-82-6820  安曇野市穂高 3580-1  

    FAX0263-82-2811 

○送迎バス 

 名鉄観光福島支店   ℡ 024-521-1341（菅野支店長） 
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 引率リーダー  

南相馬市から、地元名鉄観光福島支店及び担当バス会社（メール観光）が責任を持って、安曇野

までお送りします。 

移動時の引率リーダー  酒井洋さん 

 

 受け入れ体制  

  長野県社会福祉協議会と安曇野市、安曇野市教育委員会、安曇野市社会福祉協議会、池田町社会

福祉協議会による実行委員会が主体となって受入準備をしています。 

地元の子どもたち、地域のボランティア団体等から企画の準備や野菜等の提供など多くの応援を

受けて進めている事業です。 

 

 健康管理と保険について  

各受入れ地域の実行委員会も、できる限りお子さんたちの健康管理に留意いたしますが、お子 

さんご自身でも自分の健康管理に留意いただくよう、ご家族からのお話をお願いします。 

 持病があったり、アレルギーがあったりする場合に備えて、「調査票」の提出をお願いします。 

なお、今回のサマーキャンプでは、傷害保険（けが、病気の一部に対応）と損害保険（物損など

に対応）に加入するとともに、医師との連絡体制をとり、安全・健康管理については、できる限り

の対応をしておりますのでご安心ください。 

 

 参加費とお小遣い  

１日目の昼食（高速道路のサービスエリアで）は、各自でお願いします。 

 

お土産や滞在中に自由に購入されるおやつ・飲み物等は各自のお小遣いからご負担いただきま 

すが、高原学校自体の参加費は無料です。 

 

 持ち物  

【滞在生活に関するもの】 

水筒類      

帽子 

入浴用具 （タオル・旅行用シャンプー等） 

 着替え・下着等 

（運動で汗もかきますので、下着は多めにご用意いただくようご相談ください。） 

 雨具 

ハンカチ・ティッシュ等 

洗面用具（歯ブラシほか）    

常備薬（虫刺され・痛み止め・酔い止め・絆創膏など必要な方） 

筆記用具・ノート類／カメラ等（必要な方）／腕時計等（持っている方） 

調査票（保険証） 
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【野外活動等に関するもの】 

水着ほか水泳準備（バスタオル・キャップ・ゴーグル・ビニール袋等） 

 野外活動時のナップザックやポシェットなど小型バック 

運動着 

  

 

 その他のお願い  

★ お子さんが持参されるお小遣いは各自で管理いただくようにお話ください。 

（各地域でお土産などを購入いただくお時間はとる予定です。） 

★ せっかくの交流の機会ですので、一人で遊ぶためのゲーム機等は持参しないでください。 

（携帯電話はご家庭のご判断にお任せしますが、管理はお子さんご自身でお願いします。） 

 

 テレビ新聞等の取材について  

主催者において、事業の記録を残すために広報担当者を１名配置して、写真やインタビュー等を

させていただき、協力いただいた関係者への報告のために活用します。 

ただし、外部に報告する場合で、子どもたちの顔写真や名前を出すことが必要な場合は、個別に

保護者様に確認させていただきます。 

 

また、滞在中は報道各社の取材が予想されます。主催者側でも活動に支障が出ないように留意い

たしますが、現地での取材については、お子さん自身及び引率リーダーに確認しながら進めさせて

いただきますので、ご了承お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

事前にご不明な点がある場合は、お気軽にお電話ください 

 

 安曇野市社会福祉協議会 ℡0263-72-1871 （担当：高井、山岸） 

高原学校イン信州 

主 催 社会福祉法人長野県社会福祉協議会 

 

 協 力 長野県、長野県教育委員会、東日本大震災支援県民本部 

 

 あずみの会場 

 運 営 安曇野市、安曇野市教育委員会、長野県社会福祉協議会、安曇野市社会福祉

協議会、池田町社会福祉協議会、地元ボランティア団体等による実行委員会 



7:45 桜平山さくらホール集合 長野県社協　０２６－２２６－１８８２
引率リーダー（酒井洋さん）
名鉄観光福島支店（バス会社：メール観光） 名鉄菅野支店長　０２４－５２１－１３４１

8:00 南相馬発
トイレ休憩

12:00 昼食 ★各自でお願いします。
トイレ休憩

17:00 長野県安曇野市　ごほーでん着
（到着時間は予定です。以下、時間変更の場合あり）
荷物を各自で整理します

18:00 夕食、歓迎あいさつ、オリエンテーション
日程や1週間の注意事項等を説明します

19:30 宿でお風呂、休憩等

21:00 就寝

6:30 起床

7:00 宿で朝食
1日のスケジュール確認

出発準備 着替え、帽子、水筒、お風呂道具

9:00 バスで国営アルプス安曇野公園に移動

国営アルプス安曇野公園
9:30 　　○屋外　ネイチャーゲーム等 （アルプス公園　飯森さん）

　　○屋内　ペーパークラフト、フォトアート （セイコーエプソンボランティア　中島さん）

12:00 昼食（お弁当）
　　○自由時間

14:30 集合

14:30 バスでほりでー湯へ移動

ほりでー湯キャンプ場
15:00 焼肉交流会 （炊き出し隊　丸山さん）

　　○地元の子どもたちと一緒にバーベキュー
　　○温泉入浴

19:30 集合

19:30 バスでごほーでんへ移動

20:00 自由時間

21:00 就寝

備考

備考スケジュール時間

8月1日（月）　予定

8月2日（火）　予定

時間 スケジュール



6:30 起床

7:00 宿で朝食
1日のスケジュール確認、出発準備 着替え、帽子、水筒

9:00 バスで池田町へ移動

あずみ野池田クラフトパーク
9:30 野外活動 （池田町社協　有田さん）

　　○地元の子どもたちが一緒に楽しむ企画を考え中

12:00 昼食
　　○流しそうめん、カレーライス、やきもろこし

　　○アート体験等

16:00 集合

16:00 バスで夕食会場（安曇野市三郷公民館）

夕食交流会（三郷中学生企画）
17:00 夕食交流会

　　○中学生企画のレクリエーション
　　○地元ボランティアの手作り料理

19:30 集合

19:30 バスでごほーでんに移動

20:00 自由時間
　　○宿題、荷物整理
　　○入浴、洗濯当番

21:00 就寝

6:30 起床

7:00 宿で朝食
1日のスケジュール確認、出発準備 着替え、帽子、水筒、水着、バスタオル

9:00 バスで川くだり体験会場まで移動

川くだり体験（ゴムボート遊び）
9:30 川くだり体験 （インストラクター　等々力さん）

　　 ★雨の場合は、穂高アートヒルズへ
12:00 昼食（お弁当）

12:30 集合

12:30 バスで安曇野ランドへ移動

プール（安曇野ランド）
13:00 プール（安曇野ランド）

15:30 集合

15:30 バスで夕食会場へ移動

備考

8月3日（水）　予定

時間 スケジュール 備考

8月4日（木）　予定

時間 スケジュール



キャンプファイヤー（ビレッジあずみの）
16:00 キャンプファイヤー

　　○地元高校生ボランティアがリクリエーションを企画
　　○夕食交流会

19:30 集合

19:30 バスでごほーでんに移動

20:00 自由時間
　　○宿題、荷物整理
　　○入浴、洗濯当番

21:00 就寝

6:30 起床

7:00 宿で朝食 ★昼食のおにぎりセットを人数分積み込み
出発準備

9:00 出発 ★お見送り

トイレ休憩

12:00 昼食（おにぎりセット）

トイレ休憩

18:00 南相馬桜平山さくらホール着、解散 長野県社協　０２６－２２６－１８８２
引率リーダー（酒井洋さん）
名鉄観光福島支店（バス会社：メール観光） 名鉄菅野支店長　０２４－５２１－１３４１

8月5日（金）　予定

時間 スケジュール 備考

時間 スケジュール 備考



名前

生年月日H 年 月 日 才 血液型： 型

〒 電話番号

学校名 小学校 年 組

中学校

●緊急連絡先

高原学校イン安曇野

連　絡　票

住所

続柄電話番号氏名

ふりがな 性別

男　　･　　女

※あわせて、保険証の写しを持参させてください。

※持病、アレルギー等特に心配がある場合は、事前に連絡をお願いします。

　 安曇野市社会福祉協議会（℡0263-72-1871　fax0263－72-9130　担当：高井、山岸）

●その他（伝えておきたい事などがあればご記入下さい）

※必ず保護者の方がお子様一人一人についてご記入いただき、当日持参させてください。

3番

2番

1番

●アレルギー ●既往症








