
～教育キャンプのご案内～ 
 

岸和田市教育委員会では、こどもたちの野外活動・自然体験活動を推進する

ため、正しい野外活動と集団生活を学ぼうとする市内のこども会及び市内のこ

どもが所属する青少年育成団体の活動を支援することを目的に、夏季期間にお

いて教育キャンプを開催しております。 

 

 

 

 

 
 

 

テント設営後の様子 
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                     キャンプファイヤーの様子 

 

 

場 所：牛滝温泉四季まつり 

住 所：〒596-0114  岸和田市大沢町 1156 

ＴＥＬ：072(479)2641  ＦＡＸ：072(479)2618 

 

「牛滝温泉四季まつり教育キャンプ申込み手順」参照 



教育キャンプの運営について 

 
教育キャンプの目的 

自然の中で正しい野外活動のあり方を指導するとともに、仲間づくりや集団生活の訓練 

の場として、また、青少年の健康増進と情操の高揚をはかることを目的としています。 

 

教育委員会では、正しい野外活動と集団生活を学ぼうとする市内のこども会及び市内のこ

どもが所属する青少年育成団体（以下、「こども会等」という。）の活動を支援するため、岸和

田市青少年カウンセラー協議会と岸和田市新緑会よりキャンプ指導者を派遣し、キャンプ指

導を行っています。 

 

１．期 間  ７月15日～８月20日（予定） ※ 実施年によって、期間は前後します。 

 
２．対 象  こども会等 

 

３．場 所  牛滝温泉四季まつりキャンプ場  

 

４．キャンプ指導者 

 (１) 指  導  者 岸和田市青少年カウンセラー協議会会員、岸和田市新緑会会員 

岸和田市青少年カウンセラー協議会 

主に大学生、社会人で構成され、キャンプ指導等のボランティア活動を実践している。 

岸和田市新緑会 

市内在住の中学生、高校生で構成され、主に高校生がこども会、地域へ派遣され、こど

もたちへのレクリエーションや野外活動の指導を行っている。 

(２) 指導者人数  １団体概ね６人以内（参加人数、プログラムの内容により異なります） 

(３) 指導内容  プログラムの組み立て方、飯盒炊爨、キャンプファイヤー、 

テント設営方法、キャンプ用品の使い方、ゲーム指導等 

 

５．キャンプ用品の貸し出し等 

キャンプ用品（テント、毛布、薪、食器、調理器具等）は無料で貸し出しします。適切な使用

をお願いします。 

 

教育キャンプですので、運営方針に沿わない（規則を守れない等）団体は、 

次年度以降の当教育キャンプへの参加は出来ませんのでご注意ください。 



教育キャンプ注意事項 

 

◇キャンプ運営での注意事項 

① 四季まつりと利用団体との利用契約となります。教育委員会はキャンプ場サイトの優先

利用申込、キャンプ指導者の派遣、キャンプ用品の貸し出しを行います。天候悪化など

の対応は利用団体の判断となります。 

② キャンプの主役はこどもたちと育成者の皆様です。キャンプ指導者は寝食を共にします

が、よき相談役として、助言者としてお世話にあたります。 

③ ケガなどについては教育委員会、キャンプ指導者は一切責任を負いません。こども会等

で安全管理には十分注意してください。また、救急薬品などもこども会等でご用意くだ

さい。 

④ キャンプ中のキャンプ指導者の食事についてはこども会等が用意お願いします。ただし、

指導者へのお礼の品や金品を渡す必要はありません。 

⑤ 野外活動の場合、プログラムの進行が天候に左右されます。雨天等に備え雨具等の十

分な準備をお願いします。また、事前に天気予報などを確認し、悪天候が明らかな場合

は実施を見合わせることも必要です。天候悪化によるテントサイトの代替場所の確保は

ありません。 

⑥ 台風などの悪天候が予想される場合は、キャンプ指導者の派遣及びキャンプ用品の貸

し出しが出来ないことがあります。 

⑦ こども主体の教育キャンプですので、プログラム進行中の飲酒は禁止です（短時間のみ

手伝いに入る者も含む）。 

 

◇キャンプ場での注意事項 

① 入所は午後１時、退所は午前１１時です。時間厳守でお願いします。 

② 入山したらまず本館でチェックインの手続きをし、利用サイト番号（場所）を確認してくだ

さい。 

③ 食材・物品等の搬入・搬出は、専用の搬入路から行ってください。（９ページ参照） 

④ 炊事棟は共同使用となります。参加人数が多い場合でも一般利用者と譲り合ってお使

いください。 

※炊事棟の独占使用はできません。 

⑤ テントは団体自ら設営・撤収しますが、利用日の前日に同じサイトを他のこども会等が

利用していた場合は、そのサイトに限りテントの設営は不要です。また、利用日の後日に

同じサイトを他のこども会等が利用する場合もテントの撤収は不要です。ただし、四季

まつりやキャンプ指導者の指示により、設営及び撤収をしていただくこともあります。 

⑥ キャンプ場の利用料金、ファイヤー場使用料金、川遊び会員料金等はチェックインの際、

直接四季まつりにお支払いください。駐車場代につきましては１サイトにつき１台は無

料です。チェックイン時に申し出てください。利用サイト数を超える数の車が駐車場を利

用する場合は、その超える台数分が有料となります。四季まつりの手続きに従ってお支

払いください。 

⑦ キャンプ場駐車場及び本館前駐車場は 200 円/30 分です。無料ではございませんの

でご注意ください。また、参加者へ周知してください。なお、送迎の車は道路沿いに駐

車しないでください。（駐車場料金については、詳しくは四季まつりホームページ内「ア

クセス」にてご確認ください。今後も駐車料金等変更があるかもしれませんが、各団体

にて、確認・対応のほどお願いします。） 



 

※大型バスを駐車する場合は、事前に四季まつりへ連絡し、係員の指示する場所に駐

車してください。四季まつりの送迎バスを利用する場合は、前もって四季まつりと各団

体とで協議してください。 

⑧ キャンプ場内では花火は禁止されています。 

 

◇キャンプ用品での注意事項 

① 貸し出しするキャンプ用品は「四季まつりキャンプ用品貸出リスト」のとおりで、無料で使

っていただけます。 

② キャンプ用品の使用、返却の際は、キャンプ指導者に申し出てください。 

③ なべ・食器等については、油分・スス等の汚れをきれいに洗ってから返却をお願いします。

汚れが取れていない場合は、洗い流しをしていただきます。 

④ キャンプ用品のみの貸し出しはいたしません。 

⑤ 万一、破損、紛失等が発生した場合は、「キャンプ用品 紛失・破損届出書」を生涯学習課

に必ず提出してください。 

⑥ テントの立て方・片付け方はキャンプ指導者が説明します。テントは、大人２人で１張り１

０分程度で立てることが出来ます。 

片付けは、テント内を専用のほうき、雑巾で掃除し、忘れ物、破損等がないか確認した後、

入口の窓のチャックを閉めて折りたたんでテント収納袋に入れてください。ただし、入

口の下部のチャックは、空気抜きのため閉めないでください。 

⑦ 毛布は、天気がよければ起床後、指導者の指示する場所に干して、11 時までに取り込み、

たたんで倉庫に返してください。雨天時は、そのままたたんで倉庫に返してください。

毛布のたたみ方については「毛布のたたみ方」をご覧ください。別のたたみ方でされる

と、棚に収納できないため、たたみなおしをしていただきます。 

⑧ テント内は禁煙です。タバコは絶対に吸わないでください。 

⑨ テント内ではお菓子は食べないでください。また、キャンプ終了後、テント内にゴミがな

いようにきっちり掃除してください。 

⑩ テント内で蚊取り線香等を使用する場合は、火災等に十分注意してください。通常  の

天候であれば、蚊等の発生は見られないので、蚊取り線香等の使用は必要ないと思わ

れます。 

⑪ 雨天時は、雨の浸入を防ぐため必ずテントの出入口及び三角窓を閉めてください。ただ

し、テントは完全防水ではなく、雨が降り続けば水が染みて浸水することもあります。 

 

問合先 

   ●キャンプ場サイトの優先利用申込に関すること 

→生涯学習課へ （℡４２３－９６１5） 

●キャンプ指導に関すること 

  →岸和田市カウンセラー協議会へ（生涯学習課へ連絡ください） 

●キャンプ場施設や駐車場に関すること 

→四季まつりへ （℡４７９－２６４１） 



  

【牛滝温泉四季まつり教育キャンプ申込み手順】 

 

 

 

抽選会で当選した団体      

四季まつりへ申し込み 
 

・四季まつりへの申し込みは、生涯学習課が行います。こども会等から四季まつり

へ直接申し込む必要はありません。 

 

・キャンセルする場合は、生涯学習課へ連絡してください。こども会等から四季ま

つりへは連絡しないでください。なお、キャンプ場の利用日決定後、１月以降にキ

ャンセルした場合は、ペナルティとして来年度の抽選会に参加できません。（悪天

候等により止む無くキャンセルする場合は、この限りではありません。） 

※キャンセル料は団体でお支払いください。 

抽選会 12 月（例年）  

こども会等の団体は、教育キャンプの実施に伴う牛滝温泉四季まつりキャンプ場

利用抽選会に参加できます。抽選会で当選した団体は、優先的に次年度の７～８

月のキャンプ場（11 サイト以内）を利用できます。 

教育キャンプ利用説明会（打ち合わせ） ６月頃 

 
事前に送付する、「教育キャンプ利用団体活動明細表」に必要事項を記入の上、 

利用説明会当日にお持ちください。 

キャンプ実施 ７月～８月 



教育キャンプを運営する育成者のみなさんへ  

（※必ずお読み下さい） 

 

１．キャンプについて知っておきましょう 

キャンプとは、自然の中で共に生活をし自然体験をすることです。 

キャンプでは、自然環境の中でさまざまな野外活動や自然体験活動等を通じて、

普段の生活では得がたい体験をすることができます。 

 

２．教育キャンプの運営について 

キャンプの種類・方法はいろいろありますが、教育委員会主催となりますので、当

日はこのしおりに準じた『教育キャンプ』を運営してください。 

 

３．教育キャンプを始める前に 

キャンプは、育成者代表の『キャンプを始めるあいさつ』から開始してください。 

 

４．育成者参加についてのお願い 

☆育成者の参加人数は、こども５人につき育成者１人の割合での参加を原則 とし

ます。（例：こども 50 人参加につき育成者 10 人）    

☆育成者は、男性・女性共の参加をお願いします。（男女の割合は問いません） 

 

５．キャンプ当日までの準備 

☆キャンプのプログラムをスムーズに運営するためにテント割りをしておいてくだ

さい。 

☆育成者の役割分担を決めておいてください。 

☆プログラムに伴う準備等、持ち物を十分確認して入山してください。 

☆野外での自炊、テント生活が中心となりますので、事前の健康管理に十分留意

され体調を整えて参加願います。 

 

６．こども会等で準備する物  

利用案内、食材、米、救急箱（消毒液・キズテープ・包帯・キズ薬・虫さされの薬等）、

ラジカセ（ラジオ体操時に必要な場合）、ゴミ袋 90Ｌ（30 枚位）、軍手、金たわし、

たわし、スポンジ、食器用洗剤（5 本）、クレンザー（3 本）、おはし、ふきん、ぞうきん

（テント清掃・テーブル拭き等に利用するため 20 枚以上必要）、古新聞（朝刊 1 週

間分位）、マッチ（ライター等）、炊き出し用お茶（炊き出しを行う場合）、懐中電灯  

※ キャンプ場の水は独特のにおいがするため、気になる団体はミネラルウォータ

ーやペットボトルのお茶等をお持ちください。 

※ 業務用の鉄板・プロパンガス・コンロ等は持ち込まないでください。 



※ その他プログラムで必要な用具類は各団体でご用意をお願いします。 

 

７．個人の持ち物 ※持ち物には必ず名前を書きましょう！ 

長袖、長ズボン、運動靴、着替え、雨具、洗面用具、タオル、帽子、長袖の上着（時間

帯により冷える場合があります）、水筒、常備薬（虫除けスプレー、目薬等）、ビニー

ル袋〈小〉、軍手（綿 100%でぶつぶつのないもの） 

 

☆まくら… 貸し出しはありません。必要な人は持参してください。 

☆掛毛布… 一人１枚を貸し出します。それ以上必要な人は持参してください。 

☆敷毛布… １テントにつき２枚を貸し出しします。大きさは十分にあります。 

 

８．服 装 

火を使いますので、長袖、長ズボン、運動靴を着用してください。（炊爨・キャンプフ

ァイヤー時は必ず着用してください） 

 

緊急連絡先 

岸和田警察署 : ４３９－１２３４ 

岸和田消防署 ： ４３１－０１１９ 

※ 救急車を呼ぶ場合は、まず先に１１９番をしてください。その後、四

季まつり本館（TEL ４７９－２６４１）へ連絡をしてください。  

 

 

突然の病気やケガで迷ったら、まず「救急安心センターおおさか」へ  

★医療機関や市民からの救急医療相談に、看護師や医師の支援体制のもと 

24 時間 365 日対応しています。 

 

固定電話：プッシュ回線・携帯電話・PHS ： ＃7119  

固定電話：ダイヤル回線・IP 電話      ： 06-6582-7119 

  
※ ただし、緊急に搬送する必要があると判断したときは、迷わず

119 番通報を！ 



 

牛滝温泉付近案内図 

 
 

 
 

 
キャンプ場入口  別紙『教育キャンプサイト MAP』参照  
 



 

センターハウス（地下倉庫）             

キャンプ用品、テント、毛布等貸し出す所 



時間 プログラム こども会等 キャンプ指導者

13:00 入山
受付・指定サイト確認（四季まつり
本館）、食材・荷物等搬入

キャンプ用品貸出し準備

オリエンテーション
開会、挨拶、注意事項説明、テント
割り等

オリエンテーション参加

13:30 キャンプ用品準備
倉庫からテントを各サイトに、鍋、
冷水器、食器、薪等を炊事棟に運
ぶ

キャンプ用品貸出し

麦茶作り
お湯を沸かして麦茶を作り、冷まし
てから冷水器に入れる

麦茶作りの指導

テント組み立て テント組み立て テント組み立て方の指導

14:30 荷物整理 各テントに荷物搬入、毛布準備 毛布貸出し

15:00 飯盒炊爨 鍋、食器洗い

夕食準備
16:00

17:00 夕食 夕食 夕食

18:00 後片付け 鍋、食器洗い 鍋・食器の洗い方の指導

鍋・食器等で以後使用しないもの
は、乾燥後倉庫に運ぶ

キャンプ用品のチェック

キャンプファイヤー準備 マキ、ナタ、灯油、トーチ、ライター、
防火用バケツ等をファイヤー場に
運ぶ
マキを組む

マキの組み方を指導

19:00

19:30 歌の練習 歌の練習 歌唱指導

20:00 キャンプファイヤー ファイヤー運営 ファイヤー指導

21:00 ファイヤー場片付け ファイヤー場片付け 片付け方指導
就寝準備 就寝準備

22:00 就寝 就寝指導

6:00 起床、洗面 起床指導

6:30 朝の集い ラジオ体操等 朝のつどいに参加

7:00 朝食準備 朝食準備
マキの組み方、火の点け方、鍋・食
器の使い方、ごはんの炊き方指導

毛布干し 毛布干し 毛布干し方の指導

8:00 朝食 朝食 朝食

8:30 後片付け 鍋、食器洗い 鍋・食器の洗い方の指導

9:30 テント片付け テントを片付け倉庫に運ぶ テント片付け方の指導
毛布片付け 毛布をたたんで倉庫に運ぶ 毛布たたみかたの指導

10:00 キャンプ用品返却 鍋、冷水器、食器等を倉庫に運ぶ キャンプ用品のチェック

清掃
テントサイト、炊事棟、かまど、場内
清掃。ゴミは分別してゴミ箱に運
ぶ。

清掃指導

11:00 下山 下山 下山

四季まつり教育キャンプ進行例

一
日
目

マキの組み方、火の点け方、鍋・食
器の使い方、ごはんの炊き方指導

二
日
目



時間 プログラム こども会 キャンプ指導者
18:30 準備 準備物の運搬、マキを組む マキの組み方の指導

19:00 開始の挨拶 【例】
「楽しいファイヤーになるよう
にみんなで協力しましょう。」

19:03 歌（例：遠き山に） 歌に参加 歌の指導

19:05 点火 点火

19:10 歌（例：燃えろよ燃えろ） 歌に参加 歌の指導

19:15 スタンツ１ スタンツに参加 スタンツの指導

19:25 スタンツ２ スタンツに参加 スタンツの指導

19:35 スタンツ３ スタンツに参加 スタンツの指導

19:45 スタンツ４ スタンツに参加 スタンツの指導

19:55 営火長の言葉 【例】
火の大切さ、火と人間との歴史

20:00 歌（例：星影さやかに） 歌に参加 歌の指導

20:05 片付け ファイヤー場片付け 片付け方指導

キャンプファイヤー進行例

　　　　マキ組みの例

★スタンツとはキャンプファイヤーで行うゲームです。希望があればキャンプ指導者で指導を行い

ますが、子ども会の大人の方も子どもたちといっしょに参加して楽しんでください。

（例：スタンツ例 魚鳥木、アブラハム、ひとりのぞうさん、ステレオ等）

★歌はキャンプファイヤーが始まる前に練習をお願いします。


