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認定NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク主催

お問い合わせ

キャンプ一般参加者の
申し込み方法は
中面を見てね

(                      )

ボランティア募集要項

ボランティア役割

※ 保育アルバイト：実動15時間 時給1,200
円＋交通費3,000円まで支給

＊ ボランティア参加費として9,000円を徴収
します(食事9食、宿泊、傷害保険料等)。

＊ 交通費は自己負担です。　
＊ 現地集合解散です。　
＊ 役割分担は希望を聞いた上で主催者が決定
します。

 キャンプは8/12㈪からですが準備
のため前日8/11㈰朝から会場入り
します。

申し込み時の必要事項

1) 名前　2) フリガナ  3) 性別   4) 年齢　
5) 郵便番号・住所   6) TEL　7)携帯  8) FAX　
9) 携帯アドレス  10) PCアドレス　　
11) 職業  12) 学校・学科・学年/勤務先・部署
13) 有資格、得意なこと　14) アレルギーの有無
15) 寝袋の有無（貸し出し用あります。500円）　
16) 応募動機　100 ～ 400文字
17) 希望する役割　
18) ティーンエイジャー
      プログラム参加   有無

自分以外にも食物制限を
している子がいることを
初めて知って、子どもが
おどろいていました

ボクだけ
じゃなかった

何故かキャンプが終わる
頃には皮膚症状がおさ
まっていて不思議な感じ

がしました

なんだか
調子いい

お泊まり保育、帰省、
林間学校などの学校行
事の予行演習になりま

した

練習に
なった

初めてみんなと同じもの
を食べることができて楽
しかったと、子どもがと
ても喜んでいました

同じもの
食べた

藤野芸術の家（神奈川県相模原市）

子どもプログラム
自然と遊ぶ
体験型環境教育
環境教育の伝え手と自
然の中でたっぷりと遊
びます。
小学１年生から中学生
まで、インタープリター
と高校生とボランティ
アスタッフが遊びを展
開します。

大人プログラム
『学校給食どうしてる?』ミーティング
様々な地域から来た人同士、それぞれの方法や困っていることなどを
話し合う時間です。食品企業との意見交換会、疲れた身体をほぐすワー
クショップも開催予定。

おいしいご飯を食べ、遊び、
自然環境にふれるここちよさを体験します。

疾患のないきょうだいや友達もいっしょに参加できます。

不安なことを
乗り越えて

2019年8月12日 (月）～8月14日 (水）

喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎があっても大丈夫
認定NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク 

夏休み環境教育キャンプ2019

ぜんそくや
アトピー性皮
膚炎、食物ア 
レルギーなどがあると、宿泊施設や体験型施設では参加
を断られることがあります。吸入、スキンケア、アレル
ゲン管理、エピペン®管理などについて折り合いがつか
ないことがあるからだと思います。
私たちが開催するキャンプは、少人数のスタッフと意欲
あるボランティアが参加者を迎えています。参加者の皆
さんとお迎えする私たちと一つひとつの課題について話
し合い、参加者が必要とするサポートの実現に向けて取
り組んでいます。野外宿泊ですからできること
とできないことはありますが、それでも安全に
楽しく「自然と触れ合えてよかった」「友達と出
会えてよかった」「自分と同じような疾患のある
子に会えた」という達成感や歓びを感じられる
よう努力しています。今年で25回目の開催とな
りました。あなたもぜひ参加してください。

25th 

AN
NIVERSARY

1． テント設営撤収

2． 子ども(小中学生)プログラム補助

3． 調理補助

4． 保育(幼児)補助

5． 事務局補助

6． ※保育アルバイトスタッフ 有資格者

◉ボランティアミーティング開催(出席必須)
1回目6月27日㈭・2回目7月5日㈮
● 会場：
 東京理科大学神楽坂キャンパス
 医療薬学教育研究支援センター(3号館7階)
 新宿区神楽坂1-3
 ＊両日18:00～21:00

● 交通：
　ＪＲ総武線、東京メトロ有楽町線・
　東西線・南北線、都営大江戸線
　「飯田橋駅」下車、５分

＊ 2回のミーティングの出席は必須
 キャンプの概要、開催趣旨説明、アレルギー
についての学習会、役割分担、チームごと
の詳細打ち合わせなどを実施

 事情によりミーティングに出席できない方は
ご相談ください

申し込み先

メール info@atopicco.org　
FAX 03-5291-1392

https://www.atopicco.org/event/camp2019volunteer.html

ボランティア
応募フォーム



アトピッ子地球の子ネットワーク

10代～ 20代前半のティーンエイジャーで食物
アレルギーがあるのはとても大変です。
学校給食、修学旅行、部活動、友人や家族と
の時間の過ごしかた、旅行、デートのことなど、
考えることがたくさんあります。
このワークショップは経験、問題、そして解
決策を共有する大事な時間です。
食物アレルギーがある同世代の人や、ワーク
ショップで出会う様々な人とアイデアを共有
することで、学生時代やそれ以降も、食物ア
レルギーとよりよく暮らすための解決策を思
いつくことができ
ます。
あなたに会うのを楽
しみにしています！

日　時 2019年8月12日(月）11:30 ～8月14日(水） 12:30
 2泊3日、現地集合解散
会　場 藤野芸術の家
 〒252-0186神奈川県相模原市緑区牧野4819
 tel.042-689-3030
 ＊テントサイト・屋内宿泊棟利用、会議室・宿泊棟空調完備、
    風呂、シャワー、水洗トイレ、売店自動販売機あり

交　通 JR中央本線藤野駅下車(高尾駅から2駅目)
 バス約5分
対　象 喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎などの疾

患のある子どもとその家族。高校生以上は１人での
参加可。

定　員 60人
参加費 大　人：32,400円
 子ども：27,000円(2歳～小中学生)
その他 ・子どもは第2子から参加費1人1万円割引。
 ・第2子以降が2歳未満の場合は参加費無料
    (保護者が世話をします)。

 ・子どもだけの参加はできません。
 ・原則として親子・男女別々に就寝。
 ・幼児は原則として保護者・母親と屋内宿泊棟就寝
    (テント・宿泊棟とも個室ではありません)。
申込み アトピッ子地球の子ネットワークまで参加申込書を

ご請求ください。
 メール添付送信または郵送いたします。
 info@atopicco.org
 tel.03-5948-7891 fax.03-5291-1392
申し込み ［第一次］2019年7月4日㈭
締め切り ＊定員になり次第申し込みを締め切ります。 

ボランティア募集は
ウラを見てね

工夫や配慮について

エピペンを持参して参加する方へ

こ ん な ボ ラ ン テ ィ ア が
キ ャ ン プ を
支 え て い ま す

小中学生はボランティアと一緒にテントに宿泊します。キャ
ンプスタート時から担当のボランティアがついて、エピペン
の保管もサポートします。野外の様々なプログラム中は温度
管理に気をつけながら、子どもたちのいる場所にいつも持っ
て行く工夫をしています。

申し込み方法
夏休み環境教育キャンプ 2019

幼児プログラム
年齢に応じて仲よく遊びます
お散歩、水浴び、お昼寝など、3日間だけ開く保育園です。
保育士とボランティアが責任もってお子さんをお預かり
します。

＊ 参加者全員のアレルゲンを確認します。
 可能な限り「全員で同じ献立のものを食べる」工夫
をしています。
＊ 吸入をしながら参加する子どもたちもいます。
 使用電源や時間帯について事前に打ち合わせしてい
ます。
＊お風呂上りに薬を塗ったり包帯を巻いたりする子ど
もたちがいます。自分でやる「練習の機会」です。 
ボランティアが見守ります。
＊ いつも飲んでいる朝晩の薬を自分で管理する「練習
の機会」です。ボランティアが見守ります。
＊ 親子で参加することが前提ですが、キャンプ期間中
は親子は別々のプログラムに参加します。大人はで
きるだけ子どもに近づかないように促しています。
＊ アレルゲン負荷中の方は事前にご相談ください。 
負荷中の方も参加しています。

アレルゲン管理を
しながら大量の食
材料を調理

保育士とボランティアで3日間だけの保育園をひらきます

様々な年齢の人が集まる設営ボランティア

子どもたちの遊びと
体調管理をしっかりサポート

毎年40名以上のボランティアの協力で
運営しています。ぜひあなたのチカラを
かしてください。学生、社会人、参加者
のお父さん(お母さんと子どもは一般参
加)など、様々な方が参加しています。

キャンプボランティア
　　募集中

ティーンエイジャープログラム
エマ・クック（北海道大学准教授／文化人類学）

参加対象▶高校生から20代までの
 食物アレルギーがある方
参加条件▶ キャンプ期間中ボランティアとしての参加

患者だから話せ
ること。

「今さら聞けな
い」と

思っていること
。

何でも話せたら
いいね。

申し込み先

メール info@atopicco.org　
TEL 03-5948-7891

https://www.atopicco.org/event/camp2019.html プログラムは
日本語です


