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【キャンプリーダー(学生ボランティア)募集】 

浜松市かわな野外活動センター 

検索 

一緒に感動 

一緒に成長 



 

  p 

浜松市かわな野外活動センター 〒431-2202 浜松市北区引佐町川名 455-5 

(TEL) 053-544-0219 (FAX) 053-544-0210 (TEL) kawana@hamamatsu-sports.or.jp 

◆内 容  …主催事業に参加する小中学生や家族と一緒に活動し、楽しく安全に活動できるようにサポート

していただきます。 
◆対 象  …各主催事業の趣旨を理解し、熱意と志をもって活動に参加できる大学生・短大生・専門学校生及

び高校生（高校生は保護者の承認が必要） 

◆申込み方法…登録用紙に必要事項を記入後、当センターへメールまたはＦＡＸ、郵送にてお申込みください。

電話での相談・受付もしております。 

◆その他  …○主催事業における宿泊費、食事代及び傷害保険加入料等は、当方で負担いたします。当センタ

ーまでの交通費は、実費負担となります。 

○HPより登録フォームをダウンロードし、メールに添付して送信してください。後日、確認の

お電話をさせていただきます。 

主催事業「レッツ・ゴー・キャンピング、かわなネイチャーワールド」等について 

事 業 名 日 程  募集対象 主な活動 

 

7 月 30 日(土)～7 月 31 日(日) 

8 月 6 日(土)～8 月 7 日(日) 

17 家族 

17 家族 

キャンプ初

心者の家族 

組立テント設営、ポイントハイク、キャンプファイヤ

ー、カレーづくり（Ⅰ・Ⅱとも同じ内容） 

ﾈｲﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ☆秋Ⅰ 9 月 24 日(土)～9 月 25 日(日) 60 人 小４～中３ 沢登り、ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ、 ﾐﾆﾜｲﾙﾄ ﾞ ﾞﾊ ﾟﾝづくり 

かわな家族ふれあいデー 10 月 15 日(土)～10 月 16 日(日) 17 家族 家族 霧山ﾊｲｷﾝｸﾞ、ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ、カレー・ナンづくり 

ﾈｲﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ☆秋Ⅱ 10 月 22 日(土)～10 月 23 日(日) 48 人 小１～小３ 、クラフト、五平餅づくり 

ﾈｲﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ☆冬 12 月 17 日(土)～12 月 18 日(日) 60 人 小４～中３ 紙すき、星空観望、餅つき 

※６月１８日（土）～１９日（日）にｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾗｰ＆ﾘｰﾀﾞｰ養成講座(初めての方は必修)を行います。顔合わせ会もかねて実施します。

養成講座を終了した方は、上記の主査事業のキャンプリーダーとして参加いただけます。 

この養成講座の受講者は、静岡県青少年指導者級別認定事業（静岡県教育委員会）の認定対象となります。 

令和４年度 

かわな野外活動センターの主催事業で子ど

もたちのキャンプリーダー（お兄さん・お姉さ

ん役）として活動をサポートしてくれるボラ

ンティアを募集しています！ 

「子どもが大好き！」 

「子どもたちと充実した時間を共に過ごしたい！」 

「同じ関心をもった仲間に出会いたい！」 

「子どもへの接し方を学びたい！」 

「自然体験活動に興味がある！」 

…そんな皆さんをお待ちしています!! 

小さい子どもたちと関わり合うことが

できるよい機会になりました。一緒に活

動し、笑ったり感動したりする中で、子ど

もたちの元気や素直さを感じ、大切にし

たいと感じる思い出となりました。 

検索

カウンセラーや所員の方々からアドバイスや支援をし

ていただき、とても心強かったです。また、声の掛け方

や全体への話し方、気配りの仕方など、多くの学びがあ

りました。自分自身の今後に生かしていきたいです。 

 

 



浜松市かわな野外活動センター主催事業における 

キャンプリーダー(学生ボランティア）の募集【要項】 

 

１ 募集の目的 

 ○ 青少年の健全育成の一助を担うとともに、自然の中で自らを鍛え、社会に貢献できる若人 

  を育成する。 

 ○ 浜松市かわな野外活動センター主催事業「ネイチャーワールド」「レッツ・ゴー・キャン 

  ピング」等における利用者への支援、助言の方法を学び、情熱と使命感を持って仕事に従事 

  する若人を育成する。 

 ○ 活動を通して、望ましい人間関係を作り、豊かな人間性を育てる。 

 

２ 募集の対象 

  主催事業の目的を理解し、熱意と志をもちながら活動に参加できる大学生・短大生・専門校 

生・高校生（高校生は保護者の承認が必要） 

 

３ 支援対象者 

 〇 ネイチャーワールド☆秋Ⅰ・冬    …小学校４年生～中学校３年生 

 〇 ネイチャーワールド☆秋Ⅱ       …小学校１年生～小学校３年生 

 ○ レッツ・ゴー・キャンピングⅠ・Ⅱ  …家族（年少～大人） 

 ○ かわな家族ふれあいデー       …家族（年少～大人） 

 

４ キャンプリーダー(学生ボランティア）の役割 

 ○ 主催事業「かわなネイチャーワールド」「レッツ・ゴー・キャンピング」等における参加 

  者への支援（グループ諸活動、集団生活、児童・生徒の相互交流の支援、テント組立の支援 

  等） 

 

５ 「かわなネイチャーワールド」「レッツ・ゴーキャンピング」等の主催事業の目的 

 ○ ネイチャートレッキング、沢登り、炊飯活動などの野外活動を通して、五感を働かせなが 

  ら自然と触れあう体験活動を深めること。 

 ○ 異年齢の者が集い、非日常的な環境下での共同生活を通して、協力・助け合いの精神を養 

  い、相互の交流を深めること。 

 ○  キャンプ初心者が、組立テントや常設テントに宿泊し、野外活動を通してキャンプの楽し 

    さを味わうこと。 

 

６ 主催  公益財団法人 浜松市スポーツ協会 

  主管  浜松市かわな野外活動センター    

  後援  浜松市教育委員会 

 

７ リーダー養成講座及びリーダー募集の主催事業（養成講座Ⅱ） 日程一覧 

主催事業 期日 対象者 募集人数 ※必選 

ｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾗｰ＆ﾘｰﾀﾞｰ養成講座 ６/1８(土)～１９(日) 高校生・大学生他 20人程度 必   

養 

成 

講 

座 

Ⅱ 

 

レッツ・ゴー・キャンピングⅠ ７/30(土)～31(日) 家族(ｷｬﾝﾌﾟ初心者) ６名程度   選 

レッツ・ゴー・キャンピングⅡ 8/６(土)～ ７(日) 家族(ｷｬﾝﾌﾟ初心者) ６名程度 選 

かわなﾈｲﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ☆秋Ⅰ 9/24(土)～25(日) 小４～中３ 60人 １５人程度 必 

かわな家族ふれあいデー 10/15(土)～16(日) 家族 ６人程度   選 

かわなﾈｲﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ☆秋Ⅱ 10/22(土)～23(日) 小１～小３ 48人 １５人程度 必 

かわなﾈｲﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ☆冬 12/17(土)～18(日) 小４～中３ 60人 1５人程度 必 



   ※授業関係の実習及び静岡県青少年指導者中級認定希望者については、原則としてｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾗ

ｰ＆ﾘｰﾀﾞｰ養成講座及び養成講座Ⅱの「必」印への参加を必須といたします。また、３つの「選」

印の主催事業のうち、１つを選択していただきます。 

    もちろん継続の方、経験者の方の参加も大歓迎です。 

 

８ 参加費用 

（１）キャンプカウンセラー＆リーダー養成講座 

   ○ 7，０００円（食事代、宿泊代、傷害保険代等） 

   ○ 当センターまでの交通費は実費負担となります。 

 

（２）養成講座Ⅱとしての主催事業 

   ○ 各主催事業の宿泊・食事代及び傷害保険加入料等は、当センターで負担いたします。 

   ○ 当センターまでの交通費は実費負担となります。 

 

９ 申込み方法 

（１）メールの場合 

  ①ホームページよりボランティア登録フォームをダウンロードし、必要事項を入力してくだ 

   さい。 

  ②入力後、「kawana@hamamatsu-sports.or.jp」に入力データを添付し、送信してくだ 

   さい。 

  ※その他確認事項もありますので、電話でも申し込みの旨を御連絡ください。 

 

（２）ＦＡＸまたは郵送（高校生は必ず郵送）の場合 

  ①別紙の登録用紙に必要事項を記入してください。 

  ②ＦＡＸは（053）544－0210 まで送信してください。 

  ③郵送は下記住所宛てに封筒に登録用紙を入れてポストへ投函してください。 

  ※その他確認事項もありますので、電話でも申し込みの旨を御連絡ください。 

 

（３）5 月 19 日（木）16 時 30 分で申し込みを締め切らせていただきます。なお、人数によ 

  ってはそれ以前に締め切らせていただきますので、お早めに御連絡ください。 

 

（４）不明な点は、以下まで御連絡をいただくか、別紙または HP の「Q&A」を御覧ください。 

 

１０ 問い合わせ先 

 〒431－2202 

 浜松市北区引佐町川名455－５ 浜松市かわな野外活動センター 

  キャンプリーダー（学生ボランティア） 担当 杉本 泉 

  TEL(053)544-0219  FAX（053）544-0210 

   mail：kawana@hamamatsu-sports.or.jp 

 



キャンプリーダー（学生ボランティア）募集 Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ：どんな人がキャンプリーダー（学生ボランティア）として参加できますか？ 

Ａ： 「ネイチャーワールド」等の主催事業の目的を理解し、積極的に活動に参加したり、子ども

たちと関わったりできる方にお願いします。熱意と志をもって活動に参加できる方をお待ちし

ています。（高校生の方は、保護者の承認が必要です。）興味のある方は、ぜひ御連絡くださ

い。 

     不安な点があれば、遠慮なくお問い合わせください。 ℡ 053-544-0219 

＜ネイチャーワールド及びレッツ・ゴー・キャンピング等の目的＞ 

・ネイチャートレッキング、沢登り、炊飯活動などの野外活動を通して、五感を働かせなが

ら自然とふれ合う体験活動を行う。 

・異年齢の者が集い、非日常的な環境下で共同生活をすることを通して、協力・助け合いの

精神を養い、相互の交流を深める。 

・キャンプ初心者が、組立テントや常設テントに宿泊し、野外活動を通してキャンプの楽し

さを味わう。 

 

Ｑ：どんなことをするのですか？ 

Ａ： 主催事業において、参加する小学生や中学生の活動をサポートしていただきます。１班６人

前後のグループを担当し、ネイチャートレッキングやネイチャーゲーム、炊飯活動などの野外

活動を支援していただきます。 

また、異年齢の参加者（秋Ⅰ・冬＝小４～中３、秋Ⅱ＝小１～小３）同士の相互交流が深ま

り、グループの団結心が強まるように、子どもに寄り添いつつも、時にはキャンプリーダーが

先頭に立って盛り上げていただきます。 

   さらに、キャンプ初心者の家族には、組立テントの設営を補助したり、キャンプファイヤー

や炊飯活動、ポイントハイクなどの野外活動を支援したりしていただきます。 

 

Ｑ：条件などはありますか？ 

Ａ： 資格やボランティア経験の有無は問いません。情熱と志をもって参加できる方でしたら、ど

なたでも結構です。ただし、高校生の場合は、保護者の承認が必要です。初めての方でも気軽

にお問い合わせください。 

 

Ｑ：参加するとどんなメリットがありますか？ 

Ａ：○ボランティアですので、参加しても報酬が得られるわけではありませんが、大きな達成感や

感動を共有することができます。 

    ○同じ興味や関心をもった仲間たちと交流を深めることができます。学生同士の絆から学ぶこ

とも多いため、日常生活が充実することでしょう。 

    ○現役の先生方もこの主催事業に協力してくれます。将来子どもに関わる仕事を目指している

人は、プロの指導を目の当たりにすることができ、子どもへの指導技術等を学ぶことができ

る絶好の機会となります。また、先生方に職業や進路について直接質問することができます。 

    ○野外活動やレクリエーションにおける指導方法について学ぶことができます。野外活動に関

心のある方にとっても、よい機会となります。 

    ○事前に行われる「キャンプカウンセラー＆リーダー養成講座」に参加するとともに、主催事

業にキャンプリーダー（学生ボランティア）として一定期間協力していただいた方は、「静



岡県青少年指導者級別認定（静岡県教育委員会）」における「初級」の認定を受け、その資

格を取得することができます。また、「中級」や「上級」認定のための活動実績や時間数と

してもカウントできます。 

 

Ｑ：「キャンプカウンセラー＆リーダー養成講座」には参加しなければいけませんか？ 

Ａ： 級別認定の資格を取得する希望をもっている方やかわなでのボランティアが初めての方、大

学の授業等における実習の場合などについては、原則、参加を「必須」とさせていただいてい

ます。それ以外の方もできるだけ御参加くださるとありがたいです。養成講座では、山歩きや

レクリエーション、キャンプファイヤー等の指導法について学ぶことができるとともに、参加

した学生ボランティア同士の交流を深め、ネイチャーワールド等の本番に生かすことができま

す。 

 

Ｑ：何か経費はかかるのですか？ 

Ａ： キャンプカウンセラー＆リーダー養成講座Ⅰには参加費が必要です。養成講座Ⅱとしての主

催事業のボランティアにおける食事代及び傷害保険加入料は、当センターで負担いたします。

当センターまでの交通費は実費負担となります。 

 

Ｑ：キャンプリーダー（学生ボランティア）になるためにはどうすればいいですか？ 

Ａ： メールでの申込みの他に、ＦＡＸや郵送での申込みができます。インターネットに接続でき

る方については、当センターホームページより登録用紙（Word形式）をダウンロードしてい

ただき、必要事項を入力した上、メールに添付して返信してください。ＦＡＸ、郵送の場合は、

下記宛までお願いします。お電話をいただければ、こちらより登録用紙を FAX または郵送に

てお届けいたします。気軽に御連絡ください。 

     尚、高校生については、保護者の承認が必要となります。保護者が自筆でサインと捺印をし

ていただき、必ず郵送で下記宛まで送付してください。 

     キャンプリーダー（学生ボランティア）を希望する方は、5月19日までにかわな野外活動

センターの担当者まで電話で連絡してください。期日前に定員に達した場合は募集を打ち切ら

せていただきます。 

 

Ｑ：年間１回だけの参加でも登録できますか？ 

Ａ： もちろんＯＫです！テスト勉強やバイト、サークル活動など、各自の都合もあると思います。

できる範囲の中で時間を融通していただき、御協力いただければ結構です。 

     キャンプリーダー（学生ボランティア）申し込み時に仮の参加希望をお聞きします。実施日

の１か月前になった段階でもう一度参加希望者に連絡しますので、正式な参加を受け付けます。 

 

＜連絡先＞ 

 浜松市かわな野外活動センター 

 〒431-2202 浜松市北区引佐町川名４５５－５ 

 （TEL）053-544-0219 

 （FAX）053-544-0210 

  （Mail) kawana@hamamatsu-sports.or.jp      

                 担当 杉本  泉 

 



＜令和４年度 主催事業「かわなネイチャーワールド」等 開催日程一覧＞ 
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