
 

令和 3年度 公益社団法人岩手県サッカー協会 キッズ委員会事業 

「自然体験キャンプ in 大船渡」実施要項【募集用】 

～ワクワクドキドキの２日間をたのしもう！～ 

令和３年７月 12日  

１ ねらい 

・子どもたちが、自然に囲まれた環境の中で、ワクワクドキドキの気持ちを感じる。 

・子どもたちが、主体的に仲間と行動し、共同生活を通じた活動の中で、自主・自立の心

を育み、仲間との絆を深める。 

  

２ 主催 

 公益社団法人岩手県サッカー協会 

 

３ 期日 

 令和３年８月 11日（水）～８月 12日（木）１泊２日 

 

４ 訪問地 

（１）宿泊 

   フレアイランド尾崎岬 

   （コテージ・バンガローに宿泊） 

    住所 大船渡市赤崎町字鳥沢 188－7 

    電話 ０１９２－２７－４４７８ 

（２）活動場所 

   盛川河川敷少年サッカー場等 

 

５ 移動 

 ・主催側で準備するバスでの移動。 

 ・出発解散地点は、フットボールセンター（参加者確定後、変更の可能性もあり。）。 

 ・バスに乗らずに直接現地集合現地解散も可とする（その際、交通費の返金はなし。）。 

 

６ 活動 

 ・現時点での活動例   

※変更の可能性があります。ご了承ください。 

  ※１泊２日の行程です。 

 



 １日目 ８月 11日（水）【７月段階の計画です。変更することもあります。】 

時刻 行程 場所・【活動】 備考 

07：00 出発 紫波フットボールセンター バスで移動 

09：00 到着 盛川河川敷サッカー場 現地集合の方はここ

へ集合 

09：30 活動① 盛川河川敷サッカー場 

【ワクワクドキドキ活動①】 

サッカー 

12：00 昼食  持参弁当を食べる 

13：00 移動  バスで移動 

13：30 到着 

活動② 

フレアイランド尾崎岬 

【ワクワクドキドキ活動②】 

部屋割りなど 

オリエンテーション 

14：00 活動③ 宿泊施設の近く 

【ワクワクドキドキ活動③】 

楽しい散策など 

17：30 夕食・活動④ 【ワクワクドキドキ活動④】 BBQ 

19：00 入浴  宿泊施設の風呂 

20：00 活動⑤ 【ワクワクドキドキ活動⑤】 希望者 

20：30 振り返り  各部屋 

21：00 就寝   

 

 ２日目 ８月 12日（木）【７月段階の計画です。変更することもあります。】 

時刻 行動・活動 場所 備考 

06：00 起床   

 活動⑥ 【ワクワクドキドキ活動⑥】 宿泊施設の近所 

06：30 朝食   

 片付け   

08：00 出発   

09：00 到着 碁石海岸  

09：15 活動⑦ 【ワクワクドキドキ活動⑦】  

11：00 移動   

12：00 昼食 盛川河川敷サッカー場  

13：00 活動⑧ 【ワクワクドキドキ活動⑧】  

15：00 移動 カモメテラス  

15：30 活動⑨ 【ワクワクドキドキ活動⑨】  

16：00 出発  現地解散の方はここで解散 

18：00 到着 紫波フットボールセンター  



７ 対象 

 小学校３年生～６年生のキッズエリート参加者とそのお友達 

 

８ 定員 

 37名程度（先着順）  ＊最小催行人数 20名 

 

９ 参加料 

 キッズエリート参加者   12,000円 

 キッズエリート参加者以外 14,000円 

 （交通費、宿泊費、食費、保険料、事務費等。） 

 

10 申し込みについて 

・申し込みをされる方は、次の２点をご確認ください。 

・コロナ禍での実施となります。子どもたちとスタッフと現地の応援してくださる人など関

わる皆さんを守るためです。ご理解のほどお願いいたします。 

（１）別添 

  別添１「キッズ委員会事業開催にあたって」をご覧いただき、コロナウイルス感染症予

防対策について、ご協力をお願いいたします。 

（２）健康状態 

  別添２「過去２週間における健康状態」にチェックをして、８月 11日にお子さんに持

たせてください。 

 

11 募集方法 

（１）申し込み。 

・申し込みを希望する方は、下記の受付アドレス又は、二次元バーコードより申し込み

ください。 

  ・受付アドレス 

https://forms.gle/2hJyGBxHuonSwp6T8 

  ・二次元バーコード 

 

  

 

 

 

 

  ・募集は、先着順となります。 

 

https://forms.gle/2hJyGBxHuonSwp6T8


12 募集期間 

 ７月 13日（火）12:30 ～ ７月 21日（水）17：00 

 ※人数が催行人数に満たない時や、余裕がある場合には延長することもあります。 

 

13 参加者決定 

 ７月 28日（水）（予定）にメール等で連絡。 

 先着順で 37名を参加者決定とします。 

 （メールの際に、参加者名簿を付けることをご了承願います。） 

 

14 参加料振込 

 ８月２日（月）17：00までに指定の振込先に入金してください。 

 期日に入金が確定されない場合には、申し込まないと判断させていただき、キャンセル待

ちの方に譲ることとします。 

 

15 参加スタッフ 

 ・10名程度 

 （岩手県サッカー協会スタッフ等） 

 

16 持ち物 

 着替え タオル 洗面用具 筆記用具 必要に応じて常備薬 保険証写し 

 帽子 懐中電灯 軍手 雨具 水筒 虫よけ 必要に応じて日焼け止め 

 サッカーシューズ 屋内シューズ 水着セット（ゴーグルや着替えタオル等） 

 初日の昼ご飯 各自の必要な補助食・ペットボトル飲料 

 （ゲーム、スマホ等は一切持たせないでください。） 

※詳細は、参加者決定の連絡時にお伝えします。 

  

17 確認事項 

（１）保険 

 ・参加者決定後、参加者用の保険に加入します。 

 ・当方では、応急処置のみ行います。その後の対応は各ご家庭でお願いいたします。 

（２）アレルギー 

 ・食物アレルギー等については、申込時に備考欄にその旨をご記載ください。 

（３）コロナ対策 

 ・コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開催をいたします。 

 

 



18 注意事項 

（１）開催について 

 ・コロナ感染状況や、悪天候、大船渡の状況等から、開催が困難と判断した場合には、 

  急遽中止になることがあります。 

 ・また、キャンプ中に上記のような事態が起きた場合には、途中で中断や中止の判断をす

ることがあることをご了承ください。 

（２）万が一の場合 

 ・万が一、大きなけがをした場合や、熱が出た場合などには、保護者に連絡をします。 

  お迎えをお願いする場合もあることをご理解願います。 

 

19 問い合わせ 

 ・問い合わせ先 

名称 ：岩手県サッカー協会 キッズ委員会 大船渡キャンプ事務局 

  担当 ：新沼真介（にいぬましんすけ） 

  電話 ：090-7934-8485 

  メール：s-seize_the_day-m@docomo.ne.jp 

 ・問い合わせ時間 

  10：00～18：00 

 ・これ以外の時間については、メールでお願いいたします。 

  ただし、返信は上記時間を基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s-seize_the_day-m@docomo.ne.jp


キッズ委員会事業開催にあたって 

 

下記のコロナ感染症感染防止策を講じたうえで開催いたします。参

加者の皆さんのご理解ご協力をよろしくお願い致します。 

 

①体調の良くない方は参加をご遠慮ください。 

②消毒液の設置しております。手指消毒の徹底をお願いします。 

③個人でできる感染予防対策を徹底してください。    

（手洗い、うがい） 

④バス内など移動中はマスクの着用をお願いします。 

⑤緊急事態宣言など感染拡大注意都道府県への移動歴がある方の参

加はご遠慮していただきます。 

⑦万が一感染者が発生した場合には、行動履歴など感染経路調査へ

のご協力を求める場合がございます。 

⑧受付時に名前、住所、緊急連絡先の記入をお願い致します。 

※記入していただいた個人情報は、コロナ感染症など緊急を要する

とき以外には使用致しません。 

 

    公益社団法人岩手県サッカー協会 

【別添１】 



 

上記項目において、全て問題ありませんので、岩手県サッカー協会キッズ

委員会大船渡キャンプに参加させます。 

参加者氏名                

 

保護者氏名              印 

  ＜過去２週間における健康状態＞  ※該当するものに「✓」を記入してください。   

  チェック項目 

  ① 平熱を超える発熱がない 

  ② 咳（せき）、のどの痛みなどの 風邪症状がない 

  ③ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない 

  ④ 臭覚や味覚の異常がない 

  ⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等がない 

  ⑥ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がない 

  ⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

  

⑧ 過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされてい

る国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない 

  上記、全てに問題がないことを確認してご参加ください。 

【別添２】過去２週間における健康状態 


