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保護者の皆様へ 
 

テイク・アクション・キャンプ・ジャパンにご関心を 
お寄せいただき、ありがとうございます。 
 

「子どもには社会を変える事なんてできない」そういった 
認識を変えるために、フリー・ザ・チルドレン・ジャパンは、
1999年より活動をしています。 
 

テイク・アクション・キャンプは、「社会問題に関心を持ってい
るけど、どのように行動したらわからない」、「一緒に活動を
する仲間を見つけたい」といった声を受けて、2000年より
開始したプログラムです。 
 

このキャンプを通じて、参加する子ども達、一人ひとりが 
それぞれの歩みを進めるきっかけとなれば幸いです。 
 

認定NPO法人                     

フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 
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世界の貧困問題や、さまざまな社会問題について学び、 
たくさんのアクティビティを通じて、アクションを起こすため 
に必要なスキルを身につける、小学生（5年生〜）・中学生 
・高校生世代向けのキャンプです。 

 

テイク・アクション・キャンプは、もともとカナダで1990年代 
後半から行われていました。そして、日本でも、子どもたち 
が参加し、行動を起こすためのキャンプの必要性を感じ、 
2000年より開催しています。 
カナダで行われているリーダーシップ開発メソッドはもとより、 
国内外の様々な手法をキャンプでは取り入れています。 

 

日本では、これまでにのべ約1,100人が参加し、キャンプを通じて自分自身の思いと向き合い、 
リーダーシップスキルを磨き、巣立っていきました。 

 

フリー・ザ・チルドレン・ジャパンでは、テイク・アクション・キャンプを通じて、より多くの子どもたちが、
「世界は変えられる」と思い、よりよい社会を実現するために行動することを願っています。 
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テイク・アクション・キャンプの実施団体であるフリー・ザ・チルドレン・ジャパンは、「世界のすべての
人々が誰一人取り残されることなく、心もからだも健康で、自身の夢や希望を実現でき、国籍・宗教・
年齢・性別・文化に関係なく、互いを認め合い、互いに勇気づける多様性のある社会」を目指して活
動するNGOです。 

カナダ人のクレイグ少年(当時12歳）によって設立された団体、フリー・ザ・チルドレンを起源としてい
ます。クレイグは、ある朝新聞で、世界には貧困のため奴隷のように働かされる子どもがたくさんいるこ
とを知り、大きなショックを受け、「なぜ、子どもなのに働かなければいけないのか、どうして、学校に行
けないんだろう」と疑問と憤りを感じました。そして、クレイグは、働かされる子どもたちを助けたいと思
うようになり、子どもの問題なら、自分たち子ども自身で取組もうと考え、”Free The Children(フ
リー・ザ・チルドレン）”を設立しました。 

フリー・ザ・チルドレン・ジャパンは、こうしたクレイグの活動に触発を受け、「子どもが子どもを支援する
国際協力」というメッセージに賛同し、1999年に活動が開始しました。 

フリー・ザ・チルドレンの活動を通じて、途上国に現在まで1,000校以上もの学校建設を行い、20万
人の子どもが教育を受けられるようになりました。 

1人の少年から始まった活動は、現在では日本を含む４５か国以上で３９０万人もの子どもや若者が
参加するまでになりました。また、日本では、現在、1,500人もの子どもや若者がメンバーとなって積
極的に活動しています。 



■日程  
2022年8月20日（土）～8月23日（火） 3泊4日 

 

■会場・集合解散 
国立中央青少年交流の家（静岡県御殿場市中畑2092-5） 
集合 8月20日（土）13時（受付開始12時50分）  
解散 8月2３日（火）16時 

 

■参加費 
39,800円 ※早割 6月30日まで38,000円 
 

*代金に含まれるもの 
 ・プログラム費 
 ・宿泊：国立中央青少年交流の家 
 ・食事：9食付き（1日目夕食、2日目朝昼夕、3日目朝昼夕、4日目朝食・昼食） 
 ・保険：旅行特別補償および傷害保険に加入しています。 
 ・添乗員：添乗員同行なし（認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパンのスタッフが期間中引率） 

 

■参加対象 
小学5年生～高校3年生までの児童・生徒 24名（最小催行人数15名） 

 

■申込締切  
8月4日(木) 24時 

 

＜送迎について＞ 
JR御殿場駅改札まではスタッフの送迎が可能です。 

行き：8月20日（土）  
JR御殿場駅改札（JR改札は一つ）12時25分に団体の旗を持ったスタッフが改札前に立っています。
12時30分にはバス乗り場に移動しますので時間に遅れないようにお願いします。 
（12時40分1番乗り場発の路線バスで中央少年交流の家に向かいます。13時着予定。） 

帰り：8月23日（火） 
国立中央青少年交流の家を16時05分発のバスに乗車し、JR御殿場駅改札に16時25分頃到着
予定です。 

 

＜1日目の昼食について＞ 
昼食は済ませてお越しになるか、または持参していただきますようお願いいたします。 
施設内に購入できるところはありませんのでご注意ください。 
12時50分～13時30分の間「研修館」を解放しますのでそこで持参した昼食を食べることも可能
です。 

 

■保護者向けオリエンテーション 
8月25日（日）13時45分〜14時30分（施設内 研修室）：無料 
保護者の皆様向けに、キャンプ最終日にオリエンテーションを実施いたします。団体の活動紹介や、
子どもたちが受けたワークショップの体験、家庭でのフォローの方法などについてお伝えします。 
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【テイク・アクション・キャンプ・ジャパン2022夏 行程表】 

日にち 予定 宿泊場所 食事・備考 

8/20(土) 

プログラム1日目 
「仲間を知ろう！自分を知ろう！」 
12:50 受付開始 
13:30 オープニングセレモニー 

国立中央青少
年交流の家 
 
 

昼 × 
（必要であれば持参） 

夕 〇 

 8/21（日） 
プログラム2日目 
「社会問題を考えよう！」 

国立中央青少
年交流の家 
 

朝 〇 
昼 〇 
夕 〇 

8/22(金) 

プログラム3日目 
「テイクアクション！アクションに挑戦しよう！」 
「アクションプランを考えよう！」 
 

国立中央青少
年交流の家 
 

朝 〇 
昼 〇  
夕 〇 

8/23(土) 

プログラム4日目 
「仲間のパワーをもらおう！」 
14:10 クロージングセレモニー 
13:45 保護者向け説明会 
16:00 解散 

国立中央青少
年交流の家 
 

朝 〇 
昼 〇 
夕 × 
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テイク・アクション・キャンプでは、主に1日目に全国各地から集まった同世代の仲間と出会い、
自分や仲間を知る時間を設けています。2日目には、社会問題の構造や仕組みについて
ゲームや体験、ゲストスピーカーの講演から学ぶ時間となっています。3日目は、今できるアク
ションに取り組み、その後1人ひとりが学校や自宅、地域に戻ってから行うアクションプランを
作成します。最終日となる5日目は、アクションプランの発表と、5日間のチャレンジを祝福しこ
れから行うアクションに向けて参加者全員で鼓舞し合う時間となります。 



注意事項 

  

【下記に該当する方はご参加をご遠慮ください】 
下記１～７に該当する方は、ご来場をお控えください 
 ※ただし、参加が可能な旨、医師の診断を得た場合を除く。 

   1.参加者（家族含む）が、強いだるさ・咳、痰、のどの痛み・発熱・息苦しさ・味覚・嗅覚障害の 
  症状がある場合。※発熱とは、平熱の＋1度以上を意味します。 
2. 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方 
3. 過去2週間（14日）以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・
地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方 
 

 

【ご参加時のお願い】 
・検温計の持参（朝・就寝前２回の検温と健康状態の確認を行います） 
・マスクの着用 
（熱中症対策のため、屋外で十分な距離が取れる場合は、マスクを外します。） 
・咳エチケットやこまめな手洗い・手指消毒 
・大きな声での会話はお控えください。 
・ハンカチなどのご持参 
・こまめな水分補給 
★体調不良者が出た場合、保護者の方にお迎えに来ていただく可能性がございます。 

 

【運営側の対策】 
・スタッフは検温を実施し、健康状態を確認します。また、手洗い、手指消毒、うがいを徹底しま
す。 
・原則として、スタッフはマスクを着用します。 
・出入口などに消毒液を設置します。 
・屋内での活動中、消毒や換気を徹底します。（30分に1回以上、数分程度、部屋の換気をし
ます。） 
・他の方との適切な距離の確保のため、案内表示やサイン等により注意喚起します。 
・来場者・スタッフ全員の連絡先を把握し、来場者やスタッフが感染症を発症した際は、保健所
と適切に連携し、適切に対応します。 

 

宿泊先のガイドラインに則って活動いたします。詳しくはこちらをご覧ください。 

「国立中央青少年の家HP 衛生ガイドライン 宿泊団体用」 

https://fujinosato.niye.go.jp/app/wp-
content/themes/fujinosato_2019/img/covid19/covid02.pdf?v=220408 

 

ご不便をおかけいたしますが、新型コロナウイルス感染拡大予防のためご協力をお願いいたしま
す。 
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注意事項 

このキャンプは仲間との交流を大切にしているため、下記のような1人で利用するものはキャンプ
中は禁止となります。スタッフが受付でお預かりさせて頂きますのでご理解ください。 
ただし、タレント・ショー(参加する子どもたちが自分の好きな事を発表する機会)で特技を発表する時や
練習の時のみ使用できます。また、貴重品等も防犯・安全上の理由でお預かりいたします。 

ご家族の皆様は参加者と連絡をとりたい場合は、参加確定後にお知らせします団体携帯電話 
までご連絡ください。お取次ぎいたします。 

  

（お預かりするもの） 

• 本・マンガ、携帯ゲーム機 

• スナックなどの食べ物 

• 携帯音楽プレイヤー（iPodやウォークマンなど） 

• 携帯電話・スマートフォン 

• お財布などの貴重品 

• 薬(希望者のみ) 

□保険証のコピー 
□体温計 
  施設の決まりにより1日2回の検温が必要です。 
□マスク 
□服上下（3泊4日分） 
  床に座ってのワークも多いため、ズボン推奨 
□下着（3泊4日分） 
□上に羽織れるもの 
□長ズボン 
□靴下 
□運動靴（はいてきてもよいです。ヒール不可） 
□ビーチサンダル 
□上履きと上履き袋 
□帽子 
□パジャマ 
□ウォーターボトル 
□ビニール袋 
□ドライヤー（必要な場合） 

□傘 
□カッパ 
□サングラス 
□シャンプー／コンディショナー 
□ボディーソープ 
□洗顔 
□歯ブラシ／歯磨き粉 
□バスタオル／ハンドタオル 
□ノート／筆記用具 
□腕時計 
□目覚まし時計 
□楽器などタレントショーで使用するもの 
□常備薬 

※薬のパッケージに入れたまま、ジップロックに入れ持参 
□生理用品 
□現金 
（エシカル商品購入用 受付で最終日までお預かりします） 
□1日目の昼食 
□ペンライト/懐中電灯（非常時に役立ちます） 

 

7 

 
チェックリスト 
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会場にてフリー・ザ・チルドレンのフェアトレード商品/エシカル商品を特別販売致します。 
ぜひこの機会にご購入ください。 
 

Ｔシャツ キャンプメンバー価格2,000円! （通常3,500円） 
ラフィキ（ケニアのマサイ族のお母さん手作りのビーズチェーンアクセサリー）1,500円 
ドライマンゴー（フィリピン産） 550円 
ジュースバッグ（フィリピンのお母さん手作りのジュースパックでできたバッグ）1,000円 〜2,500円 

テイク・アクション・キャンプへのご参加をご希望の方は、以下手順にて、お申し込みください。 
 

①申し込み：関西教育旅行URL: https://ke-tour.com/22826_20220820ftcj/ 

②入金（クレジット・銀行振込） 

③本人同意書（専用フォーム入力）・アンケートの提出（全員） 

④保護者同意（専用フォーム入力）の提出（全員） 

 ※アレルギーがある方はアレルギー表の提出 
→②〜④は、①の申込後にお送りする自動返信メール内にご案内がございます。 
 
 
 
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 
 

認定NPO法人 フリ・ザ・チルドレン・ジャパン 
〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-6-5 3F 
FAX 03-6323-6504   
E-Mail info@ftcj.org 
 

https://ke-tour.com/22826_20220820ftcj/
https://ke-tour.com/22826_20220820ftcj/
https://ke-tour.com/22826_20220820ftcj/
mailto:info@ftcj.org
mailto:info@ftcj.org


■旅行企画・実施 

関西教育旅行株式会社 

兵庫県知事登録旅行業第2-703号 一般社団法人全国旅行業協会正会員 

〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目3番12号 カミヤビル3階 

TEL 0798-65-6666  FAX 0798-65-6555  E-mail bh@ke-tour.com 

URL http://ke-tour.com/ 

国内旅行業務取扱管理者 福井 邦晃 

※国内旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取扱う営業所で取引に関する責任者です。 

この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく上記取扱管理者にお尋ねください。 

 

■キャンププログラム提供 

 特定非営利活動法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-6-5 安藤ビル3階 

TEL 03-6321-8948  FAX 03-6323-6504  E-mail info@ftcj.org 

URL http://www.ftcj.org 

 

■備考 

旅行企画・実施については、関西教育旅行株式会社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）、 
国内募集型企画旅行条件書に定める通りとします。 

旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）  
http://ke-tour.com/ke_tour/yakkan_boshu_ket.pdf  

国内募集型企画旅行条件書  
http://ke-tour.com/ke_tour/jokensho_ket.pdf   

 

取消については、規定に基づいて取消料が発生いたしますのでご注意ください。 

旅行契約の解除期日と取消料（お一人）は以下の通りです。 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

 [1]21日前に当たる日以前の解除 無料 

 [2]20日前に当たる日以降の解除（[3]～[7]を除く） 旅行代金の20％ 

 [3]10日前に当たる日以降の解除（[4]～[7]を除く） 旅行代金の20％ 

 [4]7日前に当たる日以降の解除 （[5]～[7]を除く） 旅行代金の30％ 

 [5]旅行開始の前日の解除 旅行代金の40％ 

 [6]旅行開始の当日の解除 （[7]を除く） 旅行代金の50％ 

 [7]旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％ 9 
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会場    国立中央青少年交流の家（静岡県御殿場市中畑2092-5） 

 

会場の最寄り駅は、JR御殿場駅となっています。 
バスや電車でのアクセスについては、以下のウェブサイトをご確認ください。 

 

参考    国立中央青少年交流の家 アクセス 

https://fujinosato.niye.go.jp/access/ 

【JR御殿場駅から国立中央青少年交流の家まで】 

JR御殿場駅 富士山口 富士急行路線バス1番のりば「青少年交流の家行き」約20分 
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【お問い合わせ先】 
 

認定NPO法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 
 

〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-6-5 3F 
 
TEL 03-6321-8948  FAX 03-6323-6504 
E-mail info@ftcj.org 


