
平成 22年度 南信州子どもキャンプ村募集要項 

 

１．目 的  

南信州は長野県の最南端に位置し、南アルプスと中央アルプスに抱かれ、諏訪湖をその源に太平洋

に流れる天竜川が中央を流れる巨大な谷地形です。愛知県、岐阜県、静岡県と接した１市3町10村で

構成される人口約1８万人弱の豊な自然に囲まれた地域です。 

2010 年の大きな夏休み「南信州子どもキャンプ村」は、南信州の豊かに育まれた自然や文化を十分

に活かしたプログラムを用意しました。 

現代の子どもたちには仲間遊びや野外活動の機会が大変不足しているといわれています。この体験

村は、子どもたちに、日常生活では味わうことのできない自然や人との関係づくりをすすめることで、

未来に向かって生きる力を育む事を目的に取り組みます。 

 

南信州子どもキャンプ村は 

｢好奇心と探究心を持ち、あらゆる可能性に挑戦します｣ 

｢多くの人との共通体験を通し、子供の社会性を養います｣ 

｢違う環境の中での体験が、心と体を豊かにします｣ 

「経験豊富なインストラクターが各種体験を指導します」 

「天竜川で豪快・大好評のラフィティングを体験します」（７泊８日コースのみ） 

 

この計画を進めるために、それぞれのステージでキャンプ村を開催します。 

① 江戸時代の中期に建てられた民家も残る「大平宿」は、飯田から木曽谷にぬける旧街道ぞいの山あ

いにたたずむ集落です。｢いろり｣や｢かまど｣の残る１３軒の民家は、現在保存改修され、今は生活

原体験の場として一年を通じ、多くの人たちに利用されています。標高 1,000ｍを超えるこの場所

は、夏は涼しく素晴らしい自然環境の中での暮らしとなります。 

② 活発な地域づくりの活動をしている農家が中心となって受け入れる「農家民泊」は、中学生の体験

修学旅行やワーキングホリデーなどの実績もあり、魅力あふれるメンバーが一生懸命関わり、互い

に心に残る交流になると確信しています。 

③ 「天仁の杜」は、飯田市最南端に位置し国指定重要無形民族文化財の霜月祭が行われる遠山郷に

ある野外体験施設です。整った施設と遠山川の清流や南アルプス山麓の自然の中で行う体験は、

心が豊かになります。 

南信州観光公社は、小・中・高校生の体験教育旅行を中心に全国から年間５万人を超

える各種体験プログラムの受け入れをしています。その経験を生かしプログラムを組

み立てキャンプ村を企画しました。きっとより充実した感動体験になると確信しています。 

江戸時代からの民家で囲炉裏とかまどの生活体験をする｢大平宿｣、魅力あふれるメンバーが迎える｢農家

ホームステイ｣、湯立て神楽の里・遠山郷の「天神の杜」などをフィールドとし、南信州でなければでき

ない体験を準備して、皆様のご参加を心からお待ちしております。 

 

２．名  称  



2010年大きな夏休み・南信州子どもキャンプ村 

 

３．スタッフ体制  

南信州子どもキャンプ村は南信州観光公社が主催する事業で、市の産業経済部と協力して運営します。

大平宿では囲炉裏の里で昔暮らしの体験に関わり、地域の意欲ある農家がホームステイを受け入れ、さらに

天神の杜や売木村の滞在体験施設では自然豊かなフィールドを生かし充実したプログラムとなります。 

全体を通して、体験教育旅行の企画運営は、｢南信州観光公社｣がコーディネイトを行い、キャンプ村の

村長がキャンプ全体をまとめ、経験と熱意のあるスタッフが子ども達の相談役、サポート役としてかかわっ

ています。（およそ６人を１グループとし、そこに１人ずつスタッフを配置します。）スタッフと子供たち

は、期間中寝食を共にし体調をチェックしながら心のケアを含め充実したキャンプとなるよう努めます。 

さらに受け入れ実績豊富な伝統工芸家、森林インストラクターや野外活動などの経験豊かな指導者がそ

れぞれの体験ごとに加わります。 

 

４．期間及び集合解散  

  ７泊８日コース・・・・ 集合時間 ８月１日（日）午後１時３０分 

                    ～ 

              解散時間 ８月８日（日）昼１２時 

 

 

３泊４日コース・・・・ 集合時間 ８月１１日（水）午後１時３０分 

                  ～ 

            解散時間 ８月１４日（土）昼１２時 

 

 

 

集合場所： 全コース 中央道高速バス伊賀良バス停前「りんごの里」内 南信州観光公社事務所前 

            （長野県飯田市育良町 1-2-1） 

 

解散場所： 全コース 中央道高速バス伊賀良バス停前 「りんごの里」内 

            （長野県飯田市育良町 1-2-1） 

 

＊ 解散時間の昼１２時以降、保護者の皆様のお迎えまではりんごの里でスタッフがお預かりいたしますの

でお申し出ください。 

５．日程  

７泊８日コース 

日（曜日） am pm 宿泊 

８月１日（日） １３時半集合 オリエンテーリング 

掃除、薪割り等 

大平宿 

８月２日（月） 虹玉つくり 木製スプーン、フォ

ークつくり 

大平宿 

８月３日（火） 渓流釣り 川遊び、ドラム缶風

呂 

大平塾 

８月４日（水） トレッキング トレッキング 大平宿 

８月５日（木） 清掃、移動準備 

 

ラフティング 東照寺（龍江） 

※風呂は丸山の湯 



８月６日（金） 座禅体験 

お寺さんのお話 

農家へ移動 農家 

８月７日（土） フォトフレームつくり フリータイム/お別れ

パーティ準備 

集団宿泊施設 

８月８日（日） 片付け、ゲーム、 

閉会式 

１２時半解散  

 

３泊４日コース 

日（曜日） am pm 宿泊 

８月１１日（水） １３時半集合 オリエンテーリング 

アイスブレーキング 

天仁の杜 

８月１２日（木） 虹玉作り 川遊び 天仁の杜 

８月１３日（金） フォトフレーム作り フリープログラム 

スラックライン 

天仁の杜 

８月１４日（土） 片付け、閉会式 １２時解散  

 

＊ プログラム・宿泊は天候や参加者及び主催者の都合で変更になる場合があります。 

 

６．募集対象  

小学校３年生から中学校３年生まで 各コース 定員３０名（最小催行人数12名）申し込み先着順 

 

７．宿泊環境  

大平宿 

住  所：飯田市上飯田大平 

電話番号：０２６５－２８－１７４７（南信州観光公社） 

     ０９０－５１９６－４７０５（観光公社専務取締役携帯電話） 

設  備：使用民家は、満寿屋、からまつ屋、（予定）となります。 

食  事：各民家もしくは雨天炊事場での自炊となります。 

入浴施設：各民家に薪で沸かすお風呂があります。 

環  境：飯田市内と妻篭宿の中間点の標高１１００㍍の高原に位置します。周囲は森林、そ

の間を縫う黒川と小黒川、冷涼な空気と豊かに残る自然があります。民家には「い

ろり」と「かまど」がそのままに、人々の生活の原点を伝えています。 

 

農  家 

住  所：飯田・下伊那郡内山間地（予定） 

電話番号：０２６５－２８－１７４７（南信州観光公社取次ぎ） 

設  備：本物の農家に滞在します。部屋は各農家によって異なります。 

食  事：農家の人と一緒に煮炊きします。 

入浴施設：各農家によって異なります。 

環  境：標高５００～９００メートルくらいの高地にあり、豊かな自然と厚い人情あふれる

人々が一生懸命受け入れます。 

 

 

 

 

 

 



天仁の杜野外体験施設 

 住  所：飯田市南信濃南和田 

 電話番号：０２６５－２８－１７４７（南信州観光公社取次ぎ） 

 設  備：野外体験施設でセンターハウスで活動しテラステントで宿泊します。 

 食  事：スタッフと一緒に自炊します。 

 入浴施設：車１０分の所に温泉施設があります。 

 環  境：遠山川の清流が流れ、緑豊かな山間地で、自然を満喫できます。 

  

８．食 事  

・大平宿・売木村滞在体験施設・天神の杜では、主催者側が用意したメニューで、スタッフと一緒

に自炊をします。 

・農家では、農家の人と家族同様に食事を一緒に作って食べる自炊となります。 

・それ以外にも果物など栄養バランスを考えたおやつや、麦茶などの飲み物を用意します． 

 

９．安全対策  

長期にわたる滞在になりますので、次に挙げる項目により安全面、健康面には万全の対策をとっ

てまいります。もし万が一緊急の事態が起きた際でも迅速な対応ができる体制を整えてあります。 

 

①指導者、スタッフ体制の充実 

（全体の統括、各グループにつき１名、各体験プログラムにつき１名） 

②緊急対策職員の常備配置 

③緊急時における受け入れ病院の確保 

④事前にスタッフ研修を実施 

⑤国内旅行傷害保険の完備 

＜保険の内容＞  死  亡 20，000，000円 

             入院日額    8，000 円 

             通院日額    5、000 円 

 

１０.持ち物  

・｢持ち物チェックリスト｣を参照してください。 

・虫よけ、虫さされ、消毒薬などの塗り薬は主催者側で用意します。 

・常備薬など処方が決まっている場合は参加申込書のメッセージ欄にご記入ください。 

・おやつについては、主催者側で用意したものをご利用いただきます。 

・洗濯は、スタッフと共に各自行う事を基本とします。主催者側では洗濯ネットを用意いたします。 

・ゲーム・ラジオ類は必要ありません。 

 

１１．参加費  

７泊８日コース・・・・１人 ７２，８００円（税込み）（りんごの里集合時から解散まで） 

        費用に含まれるもの・宿泊代７泊・食事代２０食おやつ代含む・体験料・保険料 

 

 

３泊４日コース・・・・１人 ３９，８００円（税込み）（りんごの里集合時から解散まで） 

        費用に含まれるもの・宿泊代３泊・食事代８食おやつ代含む・体験料・保険料 

 

 尚、南信州観光公社集合までと解散から自宅までの交通費は含まれません。また、上記費用は滞在

期間中の費用で他には要りません。帰りにお土産が必要な時そのお小遣い程度で十分です。 



 

 

１２．申し込み方法  

①別紙参加申込書に所定の事項をご記入いただき、下記の申し込み先に郵送で送付してください。 

② 先着順とし、定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

③ 申し込み受付後、「参加確認証」を事務局から送付いたします。 

④「参加確認証」を受理しましたら出発三日前までに、参加費を指定口座にお振込みください。 

 

▼ 申し込み及び問合せ先 

南信州観光公社 

住  所：〒３９５－０１５２長野県飯田市育良町１－２－１ 

電話番号：０２６５－２８－１７４７ 

Fax番号：０２６５－２８－１７４８ 

申込金振込み口座：㈱南信州観光公社（ カ・ミナミシンシュウカンコウコウシャ ） 

               八十二銀行 飯田支店（普通）５２４２９６ 

▼ 申し込み締め切り  平成２２年６月３０日（水） 

 

１３．事前説明会（希望者） 

・随時、ご相談を受付けていますので参加希望者は電話でお申し込みください。 

 

１４．交 通  

＊新宿、名古屋、横浜より、高速直通バスが出ております。 

・高速バスの運賃は、小学生以下の子どもは半額で１０円単位に切り上げた額です。 

・JRの運賃は、６歳以上１３歳未満の小学生は半額で、５円は切り捨てです。 

 

 

①高速バス利用 

【東京方面から】 

 新宿高速バスターミナル  ----------------------------------------  伊 賀 良 

7：00発 （特急）      (大人)４，１２０円                   10：53着 

8：00発                      (小人)２，０６０円                   12：01着 

9：00発                                      13：01着 

伊 賀 良 ---------------------------------------------  新宿高速バスターミナル 

   12：19発                             16：15着 

   13：19発                             17：15着 

【名古屋方面から】 

名鉄バスセンター  ----------------------------------------------   伊 賀 良 

9：00発(特急）                          10：58着 

10：00発(超特急)             (大人)２，２８０円                 11：43着 

11：00発(超特急）        (小人)１，１４０円                  12：43着 

 伊 賀 良                            名鉄バスセンター 

   12：49発                             14：38着 

13：49発                             15：38着 

14：49発                             16：53着 

                                                  

 



 

【長野・松本方面から】    

 長野県･長野駅 ------------------------------------------------------------------------------ 伊 賀 良 

8：43発   （大人）２，７００円(小人)１，３５０円                11：28着  

   10：13発                             12：58着 

 

松本バスターミナル                        伊 賀 良 

9：30発   （大人）１，７１０円(小人)    ８６０円               11：06着 

 

【大阪方面から】 

大阪(阪急梅田)  ---------------------------------------------------------------------------------上飯田バス停 

8：30発     (大人)４，４９０円 (小人)２，２５０円                12：36着 

上飯田バス停                              大阪(梅田) 

17：14発                                                          21：20着 

  （バス停まで送迎をします） 

  

【横浜方面から】 

 JR横浜駅東口バスターミナル発 ---------------------------------------------------------- 伊 賀 良 

   8：00発                              12：45着 

伊 賀 良     （大人）４，４５０円        JR横浜駅東口バスターミナル 

 16：20発    （小人）２，２３０円                 21：05着 

 

②JR飯田線利用(特急伊那路１号 自由席利用) ・・JR飯田駅まで送迎します。 

豊 橋 駅  -------------------------------------------------------------------------------------  飯 田 駅 

10：08発  （大人）４，３００円・小人２，１５０円              12：40着 

飯 田 駅 -------------------------------------------------------------------------------------- 豊 橋 駅  

   15：58発                             18：31着 

 

 

 

 

 

 

 

③自家用車利用     

 東京(高井戸)―――――――――――――― 

約３時間３０分    ---------りんごの里 

名古屋 IC   --------------        約1分 

約１時間３０分      

長野 IC       -------------- 

約２時間３０分 

 

 

 

 

 

※ りんごの里(高速バス伊賀良バス停)へのアクセスが不便なＪＲ飯田線と高速バス大阪便

をご利用の場合や帰りの時間等についてはご相談下さい。 

飯 

田 

Ｉ
Ｃ 


