
足柄ふれあいの村ってどんな所？

足柄ふれあいの村は、豊かな自然環境を利用して、子どもたちの自主性と協調性

の育成、ふれあい交流を提供する、宿泊型自然体験活動施設です。

周辺の豊かな自然を活かした散策、ハイキング、クラフト工作や季節

の味覚の収穫体験など様々なバリエーションを持ったプログラムを展開しています。

『足柄ふれあいの村』 ってどんなところ？ 『きんたろうキャンプ』 について

年間に30数回のキャンプを実施しています。（日帰り、１泊、２泊、３泊、４泊、親子）

様々な悩みを抱え、学校を休みがちな児童・生徒を対象に、日常を離れ、豊かな

自然環境の中での様々な体験活動を通して、学校生活の再開や社会的自立へと

つなげていく活動です。

◇登録から参加までの流れ◇
①まずは、 ボランティア登録！！
　右にあるボランティア登録方法にそってボランティア登録をしてください。
　 登録が完了しましたら、 毎月キャンプのお知らせをメールでお知らせします。

　 これであなたも足柄サポーターの仲間入り！

　↓
②メールをみて参加したいキャンプ ・ イベントに応募！！
　お知らせメールには日程や募集人数、 内容が掲載されています。
　 参加したいキャンプやイベントがあった場合は届いたメールに返信してください。

　 ボランティア担当職員からご協力をお願いするメールが届きます！

　↓
③案内書類が届きます！！
　キャンプの日程や、 持ち物、 集合時間などの案内書類が届きます。

　↓
④キャンプ ・ イベントに参加！！
　さぁ！いよいよ当日！子ども達と一緒に楽しい時間を過ごしましょう♪　 

〇ボランティア登録方法〇

【メールでの場合】
volu@ashigara-fureai.com に
①名前 （ふりがな）②性別 ・ 年齢③学校 ・ 勤務先
④郵便番号 ・ 住所⑤電話番号 （携帯 ・ ご自宅）
⑥最寄駅 ・ バス停⑦配信させていただくメールアドレス
上記の内容を記載し、 個人情報取り扱い （裏面下段） に
同意したうえで送信してください。

【 ＱＲコード 】

【お問い合わせ先】　足柄ふれあいの村　神奈川県南足柄市広町１５０７

ＴＥＬ： ０４６５－７２－２０１０

ＵＲＬ： http://www.ashigara-fureai.com

メール ： volu@ashigara-fureai.com

※電車の場合※
【東海道沿線から】
　 小田原駅から伊豆箱根鉄道大雄山線 に乗車、終点大雄山駅下車。

【小田急線沿線から】
　 新松田駅から箱根登山バス関本行きに乗車、 終点関本下車。

　 【大雄山駅（関本）から】
　 　徒歩約４５分。または大雄山駅横から伊豆箱根バス道了尊行きに乗車し、丸太の森入り口下車、
　 　徒歩約１５分ほど。またはふれあいの村下車、徒歩０分。

東名高速道路大井松田インターチェンジを南足柄方面へ降りて、県道７８号線を西に約２０分ほど。
※自家用車の場合※

◆村へのアクセス◆

指定管理者：足柄グリーンサービス・関東学院グループ
所管課：神奈川県教育委員会教育局支援部子ども教育支援課　０４５－２１０－１１１１（代表）

～主な活動プログラム～

　　野外活動経験の有無などは問いません。
関心のある方は、 お気軽にお問い合わせ下さい。

【ネットからの場合】
QR コードを読み込んで
HP にアクセスいただくと、
メール作成画面にリンクし
ます。 必要事項を記載し
て送信してください。

〇野外炊事
　カレー、ピザ、バウムクーヘン、
　ねじりパン、うどん打ちなど
〇収穫体験
　梅の収穫、みかん狩り、さつまいも掘り、
　ブルーベリー摘みなど
〇クラフト
　竹工作、わら細工、木工、陶芸、焼き板
　凧作りなど

〇チャレンジ体験
　登山、シーカヤック、
　カヌー、など

〇社会体験
　施設訪問、イベント出店、
　ボランティア活動、音楽交流など

〇ナイトプログラム
　キャンプファイヤー、星空観察、
　ナイトハイクなど

神奈川県立足柄ふれあいの村神奈川県立足柄ふれあいの村

足柄サポーター募集！！足柄サポーター募集！！足柄サポーター募集！！
「足柄サポーター」 とは、、、

足柄ふれあいの村では、 野外を活かした様々な 「イベント事業」 や 「きんたろうキャンプ」 を行っています。

そこに参加する子ども達と、 野外炊事やハイキング、 ゲームなどの自然体験活動や宿泊活動を共にしながら

子ども達と “遊び ・ 楽しみ” そして、 子ども達を “見守り ・ 応援する”

ボランティアさんのことを 「足柄サポーター」 と呼んでいます。



６月　３日（土）

Mori・キッチン①

もりっこ①

Mori・キッチン②

ビギナーキャンプ①

バリアフリーキャンプ

Mori・キッチン③

もりっこ①

６月 １０日（土）～
　　 １１日（日）まで

☆個人情報の取り扱いについて☆

登録の際に、ご記入いただいた個人情報は個人情報保護法に基づき適切に管理し、当施設での事業のご協力に関する事項以外には利用いたしません。

２月　７日（日）

４月２３日（日）

５月１３日（土）

５月２８日（日）

◆ 平成２9年度　キャンプ・イベント予定一覧 ◆

～主催事業～ ～きんたろうキャンプ～

６月２５日（日）

７月　８日（土）

９月　９日（土）

フォレスターキッズ①　

あしがら５デイズチャレンジ

Mori・キッチン④

もりっこ③

森の防災キャンプ

Mori・キッチン⑤

ビギナーキャンプ②

７月 ２５日（火）～
　　 ２６日（水）まで

８月２７日（日）

９月２４日（日）

９月３０日（土）

８月 　６日（日）～
　　 １０日（木）まで

９月 １６日（土）～
　　 １７日（日）まで

１１月１９日（日）

Mori・キッチン⑥

フォレスターキッズ②

もりっこ④

森の大地祭

Mori・キッチン⑦

あしがらウインターキャンプ

Mori・キッチン⑧

１０月２２日（日）

１１月１１日（土）

１１月２６日（日）

１２月２４日（日）

１月２８日（日）

もりっこ⑤

Mori・キッチン⑨　

Mori・キッチン⑩

もりっこ

３.１１チャリティキャンプ

１月１３日（土）

２月２５日（日）

３月　３日（土）

１０月 ２８日（土）～
　　   ２９日（日）まで

１２月　 ９日（土）～
　　   １０日（日）まで

３月１１日（日）

６月１７日（土）

親子デイキャンプ①

親子キャンプ①

ふれあいキャンプ①

ふれあいキャンプ②

親子デイキャンプ②

ふれあいキャンプ③

親子キャンプ②

５月 １３日（土）～
　　 １４日（日）まで

４月２９日（土）

５月１９日（金）

６月３０日（金）

７月　８日（土）
９月　９日（土）

２デイズキャンプ①

親子デイキャンプ③

４デイズキャンプ①

親子デイキャンプ④

親子キャンプ③

ふれあいキャンプ④

親子デイキャンプ⑤

７月 １６日（日）～
　　 １７日（月）まで

８月　５日（土）

１０月　７日（土）

７月 ２７日（木）～
　　 ２８日（金）まで

８月 ２０日（日）～
　　 ２３日（水）まで

４デイズキャンプ②

ふれあいキャンプ⑤

親子キャンプ④

５デイズキャンプ①

ふれあいキャンプ⑥

親子デイキャンプ⑥

３デイズキャンプ①

１２月　２日（土）

１月２７日（土）

４デイズキャンプ③

親子デイキャンプ⑦　

５デイズキャンプ②

親子キャンプ⑤

親子デイキャンプ⑧

２デイズキャンプ②

１０月 　５日（木）～
　　   　６日（金）まで

１２月 １５日（金）～
　　   １７日（日）まで

３月１０日（土）

６月 　１日（木）～
　　 　２日（金）まで

９月 ２３日（土）～
　　 ２４日（日）まで

１０月 １１日（水）～
　　   １４日（土）まで

１０月 ２６日（木）～
　　   ２７日（金）まで

１１月 　４日（土）～
　　   　５日（日）まで

１１月 １７日（金）～
　　   ２１日（火）まで

１１月 ３０日（木）～
１２月　 １日（金）まで

　１月 １４日（日）～
　　   １７日（水）まで

　２月 １２日（月）～
　　   １６日（金）まで

　２月 ２４日（土）～
　　   ２５日（日）まで

　３月 １７日（土）～
　　   １８日（日）まで

初めてのキャンプボランティアが不安な方は、
　　　　　　　　　　　　事前の研修会に参加しよう♪

５月 ２０日（土）～
　　 ２１日（日）まで
６月 ２４日（土）～
　　 ２５日（日）まで

２月 １７日（土）～
　　 １８日（日）まで

キャンプボランティア入門①

ボランティア研修会

キャンプボランティア入門②※

※有料

有料

無料

野外活動の基礎・基本や指導方法・安全管理、
子ども達との関わり方など、野外活動の場で
ボランティアをしたい方向けの講習会です。
是非、ご参加ください♪


