
第１６回 『Gakkouへ泊まろう』 
事前説明会 

 
２０１５.４.３０ 



第１６回 『Gakkouへ泊まろう』 について 
【参加案内の概要】 
 ・ 震災の被災地見学を行い、防災について考える。 
 ・ 志津川の大自然に触れ合いながら、大人と子供が一緒に夏の思い出を作る。 
 

⇒是非、御家族と相談して頂き、ご参加いただけますようお願い申し上げます。 

日時 7/25（土） 8:30 
～7/26（日） 15:30頃 

宿泊可能な方のみ 
日帰り参加不可 

行先 志津川自然の家 〒986-0781 
 宮城県本吉郡南三陸町 
 戸倉字坂本88-1  
電話：0226-46-9044 

集合・解散場所 上杉山通小学校 ー 

移動手段 貸切バス マイカー参加は不可 

募集人数  先着１００名程度 最少催行人数 ５０名 

参加費   子供：４，０００円／１人 高校生以下 （未就学児は相談） 

大人：５，０００円／１人 ー 本日までに定員の
約半数の方から、 
募集が有ります。 



第１６回 『Gakkouへ泊まろう』 全体スケジュール 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

参加者募集 

下見・事前打合せ 

ジュニアリーダ申請 

保護者向け事前説明会 

参加保護者向け説明会 

当日 
（志津川自然の家へ） 

4/中～5/14 

6/13 

〇 
7/25,26 

参加者募集 

現地下見 

〇 
7/中 

現地事前打合せ 

説明会 

● 
2/28 

申請依頼 

● 
4/4 

5/14 

● 
4/30 

〇 



志津川自然の家での研修について 
（１） 自然の家の施設を利用した研修 

野外活動 

海での研修 
いかだ作り～遊び、バナナボート、シーカ
ヤック、カッター漕艇、洋上めぐり（含む：カキ、

ホヤ養殖施設見学）、海釣り、海岸散策、磯遊び 

陸上での研修 

オリエンテーリング、野外炊飯、ボンファイア、
ウォークラリー、ノルディックウォーキング、 
星座観察、野鳥の森ハイキング（夜間ハイク） 
野鳥観察、球技（グラウンド・ゴルフ等） 
流木アート、焼き板、ダッチオーブンを使ったピザ
作り体験 

屋内活動 

キャンドルセレモニー、各種レクリエーション、 
音楽活動、会議、絵画、映画、ビデオ、DVD鑑賞、 
みやぎアドベンチャープログラム（MAP）、 
海藻おしば、ミニいしゃり作り、ロープワーク、 

石ころアート、バードコールづくり、マイスプー
ン、球技（バレーボール、バドミントン、バスケッ
トボール、卓球等）、チャレンジ・ザ・ゲーム、
ニュースポーツ（ユニホック、インディアカ、 
室内グラウンド・ゴルフ、キンボール、 
ソフトバレーボール、ドッジビー） 

多数の研修プログラムの中から、当日の行事について、検討中。 



志津川自然の家での研修について 
（２） 近隣の施設や団体の協力を得た研修 



志津川自然の家での研修について 
（２） 近隣の施設や団体の協力を得た研修 



志津川自然の家での研修について 
（３） 南三陸町観光協会主催の研修 



志津川自然の家での研修について 
（３） 南三陸町観光協会主催の研修 



志津川自然の家 当日のスケジュール（案） 
・ 晴天時 

19:00～20：00 
ボンファイヤ 

13:00～17：00 
いかだ作り～遊び 
バナナボート 

17:00～19：00 
夕飯、シャワー 

▼ 6:30 
起床 

9:00～10：30 
語り部ツアー 
（被災地見学） 

12:00～13：00 
昼食 

13:30～15：30 
移動 （志津川→仙台） 

▼ 15:30頃 
上小解散 

7:30～8：30 
 朝食 

※）2015年4月時点の案であり、今後の検討などにより変更になる可能性があります。 

10:30～12：00 
海岸散策 

6：00 8：00 10：00 12：00 14：00 16：00 18：00 20：00 22：00 

8：30 
上小集合 

9：00～11：00 
移動 （仙台→志津川） 

12：00～13：00 
昼食（防災食） 

20:00～21：30 
就寝準備 

▼ 22：00 
消灯 

7/25（土） 

7/26（日） 

11：00～12：00 
開校式 



志津川自然の家 当日のスケジュール（案） 
・ 荒天時 

19:00～20：00 
キャンドルセレモニー 

（体育館） 
13:00～17：00 
ミニ運動会 
（体育館） 

17:00～19：00 
夕飯、シャワー 

▼ 6:30 
起床 

9:00～10：00 
語り部講話 
（研修室にて） 

12:00～13：00 
昼食 

13:30～15：30 
移動 （志津川→仙台） 

▼ 15:30頃 
上小解散 

7:30～8：30 
 朝食 

※）2015年4月時点の案であり、今後の検討などにより変更になる可能性があります。 

10:00～12：00 
スプーン作り 

6：00 8：00 10：00 12：00 14：00 16：00 18：00 20：00 22：00 

8：30 
上小集合 

9：00～11：00 
移動 （仙台→志津川） 

12：00～13：00 
昼食（防災食） 

20:00～21：30 
就寝準備 

▼ 22：00 
消灯 

7/25（土） 

7/26（日） 

11：00～12：00 
開校式 

※）赤文字部分が荒天時プログラム 



注意事項について 

・ 低学年（３年生以下）は、 
 本人の保護者も一緒に参加してください。 

・ 高学年（４年生以上）は、 
 責任者（本人の保護者以外でも可）が一緒に参加してください。 

・ 保護者説明会（7月中旬予定）後の変更・欠席の場合は、 
 返金いたしかねますのでご了承願います。 

・ 参加者全員の保険加入手続きをさせていただきます。 
 （チャンネットにて手続きします） 

・ 緊急対応用の車をチャンネットで用意します。 

・ 当日不参加の保護者は、チャンネットスタッフと連絡が 
 取れるようにしてください。（緊急対応のため） 

・ 食物アレルギー等のある方は、事前にスタッフと相談して 
 ください。  



ここからは、2/28の現地下見の状況について説明します。 



■ 施設の位置 

志津川自然の家は、上小から車で約１時間３０分の場所にあります。 



「南三陸さんさん商店街」は、プレハブ造りで復興の途中という印象 



いろいろな方が励ましのため、志津川を訪問している様子が伺えます。 



路線バスBRTのJR志津川駅です。バス停ですが、駅らしい雰囲気が 
伝わってきます。ちなみに、JRの線路は今も津波で流された状態です。 



旧防災対策庁舎です。写真奥側から手前に向って津波が来ました。 
階段の２Ｆ部分まで曲がっており、津波の高さが想像できます。 



震災前 
 （2009.6.23撮影） 

震災後 
 （2011.3.19撮影） 

震災前後の志津川町です。津波の力、自然の力の大きさを感じます。 

約500m 



ここからは、志津川自然の家の様子です。 



志津川自然の家は高台にあり、津波の被害が少なかった様です。 



ウェルカムボードで歓迎していただきました。 



■ 志津川自然の家の様子 

・ 研修室              ・ １Ｆロビー            

・ 食堂              ・ 体育館             



※ 当日の天候などによって実施内容が変更する場合があります。 

・ いかだ作り ～遊び 

・ 語り部ツアー 

・ ボンファイヤ 

・ スプーン作り 

■ 当日の予定 （案） 



■ 公立南三陸診療所 

志津川自然の家 

緊急時には、公立南三陸診療所（車で約２２分）を活用します。 
緊急対応用の自家用車をチャンネットで用意し、万一に備えます。 

公立南三陸診療所 



第１６回 『Gakkouへ泊まろう』 予算案 

参加費は、子供４，０００円、大人５，０００円です。 

                子供       大人 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
施設使用料等 
 （寝具レンタル代、シーツクリーニング代など） 

食事（朝、昼、夜） 
オリエンテーリング 
バス代       
その他、諸経費 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
  合計 

  ４５０円     ８５０円 
 

１，６５０円   １，６５０円 
  ２００円     ２００円 
２，６００円   ２，６００円 
   α         α 
 
４，９００円   ５，３００円 
 



■ （参考） 2005年～2008年にも志津川へ行きました。 

・ 第９回 ２００８年 

「上杉チャンネット」のホームページで2005年～2007年（平成１７年～１９年）

の情報が確認できます。 
 

URL： 「上杉チャンネット」 http://chan-net.com/ 



第１６回 『Gakkouへ泊まろう』 について 

■ 実行組織 
 主催：上杉チャンネット 
 協力：かみすぎねっと，上杉山通小学校，上杉山通小学校ＰＴＡ 
 

 その他、ご不明な点は以下に問い合わせ願います。 
 E-mail    事務局 加藤健一 
  （仕事などの都合により、返信が若干遅くなる場合もあります。） 

「Gakkouへ泊まろう」は、親子参加が基本です。 
皆さんも企画から参加し、子供たちと一緒に 
夏の思い出を作りませんか。 
 

【今後のスケジュール】 
 5/ 1 チャンネット打合せ  ぜいご （19：00～） 
 6/13 志津川自然の家 事前打合せ 



■ これまでのＱ＆Ａ 

・ 保護者の役割を教えてください。（小６、母） 
  （一緒に活動をするのか、活動を見守るのか？） 
 ⇒強制ではありませんが、親子参加が基本です。 
 
・ 参加希望者は五年生ですが、責任者（同行者）は 
 中学生でも構いませんか？ 
 ⇒ＮＧです。親子参加が基本です。 




