
 

平成 30年度 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海で遊ぼう！  
8 月 25 日（土）～26 日（日） 

1 泊２日 又は 日帰り（２５０名程度） 

泳いだり、磯観察したり 

スノーケリングもできるよ！ 

 海の声キャンプ 
 8 月 25 日（土）～26 日（日） 

1 泊２日 （限定１０組） 

４歳児（年中）～小学校２年生までの 

お子様とその保護者  

海のスポーツを楽しもう！ 
９月２９日（土）・３０日（日） 

日帰りのみ 🙇宿泊はありません 

ＳＵＰ、カッター、シーカヤック、蘇洞門めぐり 

「若狭湾ファミリーフェスティバル①② ＆ 海の声キャンプ 

参加申込書 

FAX ０７７０－５４－３０２３   E-mail wakasawan@niye.go.jp 
申込方法 申込用紙にご記入の上、①FAX での送付 ②Eメールに申込用紙の画像を添付して送付 でお申込みください。 

◆まずは、どの企画に参加されるか、参加をご希望する企画に○を付けてください。ファミリーフェスティバル①と海の声

キャンプは同時に申込みはできません。応募者多数の場合は抽選になりますのでご了解ください。 

氏名 ふりがな 性別 生年月日 

  男・女 S・H   年   月   日（   歳） 

  男・女 S・H   年   月   日（   歳） 

  男・女 S・H   年   月   日（   歳） 

  男・女 S・H   年   月   日（   歳） 

  男・女 S・H   年   月   日（   歳） 

  男・女 S・H   年   月   日（   歳） 

住所 〒    －  

℡ ：                    

携帯：                    

FAX ：                    

 

 若狭湾ファミリーフェスティバル① 海で遊ぼう  ８／２５（土）～２６（日）１泊２日 or日帰り 

 海の声キャンプ  ８／２５（土）～２６（日）１泊２日【限定１０組】 

 若狭湾ファミリーフェスティバル② 海のスポーツを楽しもう ９／２９（土）・３０（日） 日帰り 

 ◆参加される方のお名前、代表者の方のご住所、及び、連絡先をご記入ください。 

◆「若狭湾ファミリーフェスティバル①海で遊ぼう」に参加をご希望の方は、当てはまる欄に○をご記入ください 

 

お子様氏名 保護者氏名 25日希望する海活動に○をしてください 

  やさしい SNK   SNK 

  やさしい SNK   SNK 

  やさしい SNK   SNK 

 

お子様氏名 保護者氏名 26日希望する海活動に○をしてください 

  やさしい SNK   SNK 

  やさしい SNK   SNK 

  やさしい SNK   SNK 

 

・テント泊体験（テント）  ・野外炊事（FC）  ・やさしいスノーケリング（やさしい SNK）  ・スノーケリング（SNK） 

 8／25 宿泊  8／25 日帰り  8／26 日帰り 

 ◆「若狭湾ファミリーフェスティバル①海で遊ぼう」に参加ご希望の方は食事について、当てはまる欄に○をご記入くだ

さい。宿泊の場合は参加費用に 25日夕食、26 日朝食の代金が含まれています。 

 
 8／25 昼食  8／25 夕食  8／ 26昼食 

 

◆「海の声キャンプ」に参加希望の方は 26日の昼食の希望がありましたら○をご記入くだ

さい。参加費用には 25日昼食・夕食、26 日朝食の代金が含まれています。    

  

  8／26 昼食 

 

◆「若狭湾ファミリーフェスティバル①海で遊ぼう」に参加希望の方は、以下の体験については事前申込が必要ですので、

希望がありましたらご記入ください。 

 

同時開催 

【体験活動希望】 

25 日（土） 

テント泊 希望（  ） 

※海活動の選択ができます 

26 日（日） 

野外炊事 希望（  ） 

※同時進行のため海活動がで

きません 

家族みんなで、若狭湾の海と遊ばない？ 
 

ところ：国立若狭湾青少年自然の家（福井県小浜市田烏区大浜） 

対 象：海で遊んでみたいご家族 
※お子様だけの申し込みはできません。また、応募者多数の場合は抽選となります。 

主催 ： 若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進実行委員会 

後援 ： 福井・岐阜・愛知・滋賀・京都 各府県教育委員会（申請中） 

申込締切日  

 ８月３日(金) 

17：00 
詳しい内容は裏面に 

（独）国立青少年教育振興機構 

国立若狭湾青少年自然の家 
〒917-0198 福井県小浜市田烏区大浜 

電話：0770-54-3100／FAX：0770-54-3023 

Mail：wakasawan@niye.go.jp 
担当：今井（いまい）大江（おおえ）大﨑（おおさき） 

若狭湾ファミリーフェスティバルは、ご家族を対象に、海の自然体験活

動を楽しんでいただきます。 
家族でのんびり海水浴をしたり、SUP やシーカヤックなどの海のスポー

ツにチャレンジしたりしてみませんか？ 

車の台数    台 

◆「若狭湾ファミリーフェスティバル②海のスポーツを楽しもう」に参加をご希望の方は、活動希望等、詳細につきまし

て後日の案内送付となります。 

 

mailto:wakasawan@niye.go.jp


 

海の体験活動推進プロジェクト（S.E.A.プロジェクト） 

SUP やシーカヤック、カッター漕艇に挑戦したいご家族、グループ集まれ！ 

 

子どもに自然体験をさせたい！自分も自然を楽しみたい！そんな保護者のみなさん、子どもさんと一

緒にぜひ若狭湾の海で自然体験活動をしてみませんか。海の声キャンプは低年齢期のお子様とその保

護者を対象に、海に親しんでもらい、今後の自然体験活動への関心を高めてもらうための企画です。 

 

１日目の海活動は、同じ施設にいながら親と子がちょっぴり離れて別々の活動を行います。子どもさ

んの新たな一面を発見する機会になるかもしれません。 

２日目は親子一緒に、朝ごはん作り・海活動を楽しんでくださいね！ 

若狭湾の海でのんびり泳いでみよう 

飛び込み台のまわりでは、 

いろいろな魚が発見できるよ！ 

水泳活動 

海の生き物を捜してみよう！ 

どんな生き物がいるかな？ 

よく、観察してみてね。 

磯遊び・磯観察 

対象：保護者１名に子ども２名まで 

【小学３年生以上、または、１日目に

やさしい SNK をされた方】 

海の中は別世界！ 

海の中を観察してみよう。 

スノーケリング 

限定３０名（両日） 
対象：保護者１名に子ども２名まで 

【年長さん（５歳児）以上】 

はじめてスノーケリングをしてみようと思わ

れる方におススメです。観察のポイント、泳ぎ

方を丁寧にレクチャーします。これを経験すれ

ば２日目は年長さんでもスノーケリングへの

参加も OK！ 

やさしいスノーケリング 

限定３０名（両日） 

【テント泊体験】限定１０家族 

日時：２５日（土）夕方～２６日（日）朝まで 

自然を感じるテント泊を体験してみよう！ 

テント、寝袋、マットなどは貸し出しします。 

また、当施設のスタッフがテント設営のお手伝いをします。 
※夕食はレストランでとっていただきます。 

【野外炊事体験】限定 1０家族 

日時：２６日（日）9：00～ 

～薪で炊くご飯はおいしい！？カレー作りに挑戦！～ 

テント泊やキャンプ体験は、ちょっと難しいなあと思っている方は、野

外炊事の体験はどうでしょう。 
２日目の昼食にご家族でカレー作りをしませんか。 

※水泳活動では、スノーケリングのマスクやフィン、ゴムボートや大きな浮き具は、お持ち込みいただけません。 

※浮輪や浮力体は、必要に応じてご準備ください。幼児や低学年のお子さんが、安心して海で遊べるように、ラ

イフジャケットを貸し出します。 

夜は、キャンプファイヤーやおさかな講座を開催します。参加には事前申込の必要はありません！ 

９月 29日・30日の開催です！ 
詳細は、後日案内を送付します！ 

シーカヤック（ＳＫ） 
対象：親子 2 人、小学 3年生～ 

初心者向きの 2人乗りシーカヤックを使

って、目の前の海を堪能♪のんびり海の

上に座って山や空を眺めてみませんか。 

定員 24 名 

スタンドアップパドルサーフィン 
（ＳＵＰ） 

対象：親子 2 人、小学 3年生～ 

流行りのＳＵＰ！サーフボードに立っ

て海を少し高い目線から見てみよう。 

定員 20 名 

 

カッター活動（ＣＴ） 
対象：親子 2 人,小学 3年生以上～ 

櫂（オール）を親子２人で操作し、一

緒に乗船したみなさんで大海原へ出航

しよう。 

定員 24 名 

 

カヌー（ＣＮ） 
対象：親子３人 

カナディアンカヌーを、パドルを使

って協力して漕ぎます。海上からの

景色を楽しめます。 

定員 18 名 

そともめぐり体験（29 日） 
対象：どなたでも 

料金：中学生以上 1,300 円、小学生 650 円

未就学児 無料 

若狭フィッシャーマンズワーフさん協力のもと、自然

の家から、約１時間かけて内外海半島をまわり、小浜

市内へ向かいます。少しお買い物をして帰りは蘇洞門

（そとも）をめぐり、自然の家に戻ります。ゆったり

と海を眺めながらのクルージングはいかがですか。 

定員 ５０名 

 

【８月２５日（土） １日目】 
10：30～ 受付け 
11：10  宿泊説明 
11：30  昼食 
13：00  開会式 
13：10  親子別海の体験活動 
       子…海遊び（水泳、磯観察など） 
       親…シーカヤック 
 それぞれの活動に自然の家職員やボランティアスタ
ッフが付いて活動のサポートを行います。 
16：30  入浴・食事 
18：30  テント設営（トビーホール） 
      テント設営後自由時間 
21：30  就寝 

【８月２６日（日） ２日目】 
7：00  あさのつどい 
7：30  親子で朝食作り「カートンドック」 
9：30  親子一緒に海の体験活動 
      磯遊び、水泳 

シーカヤックなど 
2 日目は親子で海活動を楽しんでください！ 

11：30    活動終了 
12：10  昼食（～14：00 食堂閉店）…希望者 
  
※2日目の活動終了後解散とします。 

【８月２５日（土） １日目】 
10：30～ 受付け 
11：10  宿泊説明 
11：30  昼食 
13：00  開会式 
13：10  海の体験活動 

       海水浴、磯遊び・磯観察 

        スノーケリング、やさしいスノーケリング 

16：30  選択活動 キャンプ体験（岩の沢） 
17：15  夕食・入浴 
19：00  浜辺のキャンプファイヤー（20：00 まで） 

20：00  おさかな講座 
22：00  就寝 

【８月２６日（日） ２日目】 
7：00  あさのつどい 
7：30  朝食・清掃・荷物移動 
9：00  海の体験 

        海水浴、磯遊び・磯観察 

          スノーケリング、やさしいスノーケリング 

９：00  選択活動 野外炊事体験（カレー作り） 

 12：00  解散 

 
※11：30～昼食（～14：00 閉店）…希望者 

       

＜「ファミリーフェスティバル①海で遊ぼう」の参加費について＞ 

3 歳以下   325 円  未就学児 1,235 円 

小学生   1,415 円 中学生以上 1,445 円 
※参加費は 1 泊 2 日（2 食）でレストランでの食事をされた際の料金です。 

※上記の料金に、シーツ洗濯料、傷害保険料を含みます。 

※3 歳以下で保護者と添い寝される場合は保険料の 190 円のみ必要です。 

※25 日、26 日の昼食をご希望の方は 1 食が未就学児 430 円、小学生 510 円、

中学生以上 520 円が参加費に加えて必要となります。 

 

＜「海の声キャンプ」参加費について＞ 

幼児 1,560 円  小学生 1,750 円  保護者 1,780 円 
※参加費は野外炊事を含む食事 3 回分と傷害保険料です。 

※26 日の昼食をご希望の方は、幼児 430 円、小学生 510 円、保護者 520 円が

参加費に加えて必要となります。 

どれに 

参加する？ 

どんな生き物

がいるかな？ 


