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「かわさき森のようちえん」では･･･ 

青少年の家の園庭で、子どもたちの『自分のやりたいこと』を大切にし 

ながら遊びます。また、「1DAY かわさき森のようちえん」では、拠 

点となる園庭はもちろんのこと、足を伸ばして近所の公園にも冒険に 

出かけたいと思います。 

子どもたちは様々なことを発見し、みずから考え行動していく中で、 

自分の個性や感性を育んでいきます。 

そしてスタッフは、子どもたちの活動と安全を『見守り』ながら運営して 

いきます。 

 

【日程／集合／解散】 
開 催 日：2020 年度 全 3 回 

開催日 予約開始日 

10 月 24 日(土) 

9/7(月) 12 月 12 日(土) 

2 月 11 日(祝木) 

 ※予約開始日の 9：00 より直接来所またはお電話にて承ります。 

集  合：10：00 (受付 9：45～) 

解  散：15：00             

集合・解散の時間・場所は全開催日共通です。活動は 10：00 より始めます。 

【参加費】 １名 3,000 円/1回 (各日ごとのお支払いになります) 

【実施の判断】             【キャンセルについて】 
開催日の天候等不可抗力(台風・大雨・強風    キャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。 
など)により開催が困難と予想される場合に    連絡がなくキャンセルした場合、次回以降の参加受付を 
は、青少年の家よりご連絡いたします。      お断りする場合があります。ご了承ください。 

     川崎市青少年の家 
  TEL：044-888-3588 (担当：坂口) 

                    【プログラム】 
 

 

 
 

 

 

 

9：45 集合・受付開始 

10：00 はじまりのつどい 

園庭の散策・自然物を使った遊びなど 

おなかが空いたら お弁当 

近所の公園に冒険へ（子どもたちの様子や状況で決めていきます） 

15：00 解散 

オリエンテーションホール 

「森のようちえん」とは･･･ 
デンマークの１人のお母さんから始まった、

1 つの保育のスタイルです。 

幼児期の自然体験活動は子どもたちの身心の発

達に良い影響を与えるといわれています。大人

の考えに基づいて遊ぶのではなく、子どもが本

来持っている力を信じ、「見守り」ながら子ど

もの感性を引き出す関わりをします。近年日本

でも森や海、里山などそれぞれの地域環境に合

わせて、個人や自主保育サークル、自然体験活

動を提供する自然学校などによって、広く活動

が行われています。 

詳細は「NPO法人森のようちえん全国ネットワ

ーク連盟」のホームページをご覧ください。 

HP：http://morinoyouchien.org/  

または「森のようちえん」で検索 

 

【保険】 

万が一事故が発生した場合は、以下の 
傷害保険で対応させていただきます。 

死亡保険 700 万円 

入院保険 1 日 6,000円 

通院保険 1 日 4,000円 

 



【雨天時の活動について】 
雨天時も雨具を着用して園庭で活動を行います。雨も自然の一部で、雨の活動を楽しむことができます。 

その際は思いっきり遊べるよう長靴でのご参加をおすすめします。 

【持ち物】 リュックにまとめてお持ちください。持ち物には名前をお書きください。 

持ち物 備考 持ち物 備考 

参加カード・ 

同意書(両面) 
初回の参加のみ 

お弁当 いたみにくいものをご用意ください。 

参加費 おつりのないようにご用意ください 

健康チェック 

シート 

参加される1週間前から検温、

体調等ご記入ください。受付時

に確認させていただきます。 

ビニール袋 
小物入れや汚れ物入れなど、２～３枚

あると便利です。 

雨具 上下分かれている雨具が望ましいです 

帽子 ひも付き おやつ 10 分くらいで食べきれる量 

水筒 ひも付き 
・マスク 

・ジップロック（マス

ク管理用） 

集合時は必ず着用をお願いします（保 

護者の方もお願いします）。なお、活動

時においては適宜外します。その際入

れておくためのジップロック(記名)も

お持ちください。 
・タオル 

・ハンカチ 

・ティッシュ 

タオル、ハンカチについては、

手洗い後に必ず使います（使い

まわしはしません）。 レジャーシート 普段使っているもので構いません。 

着替え一式 下着・くつ下・上下洋服 

軍手 
手のサイズになるべく合って

いるもの 
保険証 

念のためお持ちください(保護者の方。

お預かりはしません) 
 

 

～活動時の服装について～ 
  ケガ・虫さされ防止・防寒対策など安全に活動するために、帽子・長袖・長ズボン・運動靴を着用し、
できるだけ肌の露出を避けてください。また活動に適切でない服装と判断した場合、参加をお断りする場
合もございます。ご協力をお願いいたします。 

【その他】 

・万全な体調でお越しください。特に発熱・頭痛・咽頭痛・嘔吐・咳など体調不良がある場合は、参加を 

ご遠慮ください。また、ご家族の方の体調不良等があった場合も、参加の見合わせをお願いいたします。 

・貴重品は自己管理でお願いいたします。万が一紛失等された際の責任は負えませんので、あらか 
じめご了承ください。 

【アクセス】 

●東急田園都市線「宮崎台駅」下車 徒歩 12 分 
●東急田園都市線「宮崎台駅」より東急バス：宮 06〈虎の門病院分院 行き〉 
 約 5 分乗車 「大塚」下車 徒歩 2 分 
●小田急線「向ヶ丘遊園駅南口」より東急バス：向 01〈梶が谷駅 行き〉 
約 13 分乗車 「向丘南原」下車 徒歩 10 分 

 

≪お願い≫ 
施設駐車場は宿泊団体専用となっております。
お車でのご来所はご遠慮ください。 
喫煙をされる方は園庭内にある所定の場所でお
願いいたします。 

川崎市青少年の家（担当：坂口） 



＊お１人、１枚ずつご記入ください。本参加カードは初回にご提出ください。以後は提出不要です。

＊この資料は必要な事項を把握し、指導の参考にするものです。外部に公開されることは決してありませんので、正確にご記入ください。

(お客様より取得した個人情報をお客様の同意を得たもの以外の第三者に提供、開示等一切いたしません。また年度末には本書は、当方でシュレッダーにかけ、処理いたします。）

保護者氏名 続柄 ： 参加者の

自宅 携帯

〒　　　　　　－

電話

＊なるべく詳しく教えてください。

大きな病気やケガをしたことがありますか？ はい ・ いいえ

→年月、部位

現在、治療中の病気やケガはありますか？ はい ・ いいえ

→部位、病院名と電話番号

現在、服用している薬はありますか？ はい ・ いいえ

→薬品名、回数、量等

服用できない薬はありますか？ はい ・ いいえ

→具体的に

アレルギー（薬・動植物・食品等）、食事制限、乗り物酔い、湿疹、喘息等ご心配なことはありますか？ はい ・ いいえ

身長 体重 血液型 平常体温

㎝ ㎏ 型 度

スタッフに対し、希望されることや気をつけて欲しいことはありますか？

アンケートにご協力ください

1 当施設の「森のようちえん」を知ったきっかけは何ですか？

2 「●●●な子に育って欲しい！」→●●●とは何ですか？

男　・　女 年中 ・ 年長

2020年度 川崎市青少年の家　主催事業

ふりがな

2020【1DAY】かわさき森のようちえん　参加カード

性　別 学　年

参加者氏名

健　康　調　査

所属
幼稚園・保育園等

緊急連絡者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄：参加者の　　　　　　　　　　）

住　所

◆食物アレルギー(ある方は☑を入れてください）

　□卵　□乳製品　□小麦　□そば　□落花生　□エビ　□カニ　□その他（　　　　　　　　　　　　　 ）※その他、完全除去・つなぎ程度は可、等現在の状況

◆その他

　　　　　　　　　　(　　　　　　　　)

緊急
連絡先

電話番号

生年月日
西暦             年   　  　  月     　　  日 年　齢 満　　　　　　歳

※2020年度は、2014年（Ｈ26年）4月2日～2017年（Ｈ29年）4月1日生まれの方が対象者です。

裏面の同意書もご記入ください



2020年度 川崎市青少年の家　主催事業

2020【1DAY】かわさき森のようちえん　参加カード
2020年7月改訂 川崎市青少年の家

参加同意書

川崎市青少年の家の主催事業に参加するにあたり、参加者及び親権者の皆様双方にて、次の事項について、ご確認

いただき、最後に署名と捺印をお願いします。

【活動について】
活動及び体験に際しては、指導者の指示をよく聞いて、指定された遊びの範囲を超えたり、指定されたルートを外れ

たり、屋内で走るなど、指導に反する行為は行わないでください。

指導者の指示やルール等に従っていただけない時は、参加をお断りすることがあります。また、指導者の指示やルー

ルに違反したことによる事故については当施設及び指導者は一切の責任を負いかねます。

野外体験活動は、当施設が安全管理を行っていても、転倒による怪我、動植物による怪我、参加者ご自身の体調悪

化などは時として避けることができないものです。必ず、参加者ご自身の自由な意思に基づき個人の責任の下で参加

してください。

【保険について】
万が一の事故に備え、当施設は傷害保険に加入しています。事故が起きたときに傷害保険の適用要件を満たしたと

きは傷害保険より約定した金額が支払われますが、それ以外の補償については各自の自己負担となります。

【自然現象・天候】
天候が悪化したときは、活動を変更することや、活動を行わないことがあります。

【健康及び体調について】
健康管理の重要性を十分理解していただき、事前の健康管理には十分気をつけてご参加ください。健康調査や健康

チェックシートには正確にご記入ください。また、活動に耐え得ない健康状態にある場合は、参加のご辞退をお願いい

たします。

当施設ではアレルギー対応を行っておりますが、指導者の指導に反して、参加者同士でお菓子交換をし、施設が提供

しない食べ物でアレルギーを発症したとき、事前に申し出のないアレルギーや疾患等に起因する事故が生じたときは、

当施設及びスタッフは一切の責任を負いかねます。

【個人情報について】
いただいた個人情報（写真・動画撮影）については、当施設で厳重に管理し、広告（施設のチラシ・パンフレットや川崎

市の広報資料）・ウェブサイト・ブログ等に使用させていただきます。

また、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、適切な取り扱いをいたします。写真・動画等を広報に使用することに

おいてご都合が悪い場合には、表面の【スタッフへの希望】欄に記入してください。

【貴重品等の管理】
貴重品等の管理は、参加者が行っていただきます。

【親子参加について】
保護者の方は、ご自身のお子さまの安全管理について、スタッフと共にご協力いただきますよう、お願いいたします。

【集合と解散について】
集合前、解散後は、当施設職員およびスタッフによる安全管理はできないため、移動中の交通事故、道迷い等には特

にお気をつけいただき、幼児・低学年のお子様については、原則的に保護者の方の送迎をお願いいたします。

【応急処置等について】
万が一、ケガをしたときは、当施設の判断で、応急処置を行うなどして、参加者を病院に搬送する、或いは救急搬送を

要請することがありますので、あらかじめご承知おきください。宗教等の理由により何か差し支えがあるときは、本参

加同意書提出時までに予めご連絡ください。

私たちは、上記注意事項及び活動の内容を十分に理解した上で、自分自身の自由な意思より自己責任の下で参加

することを確認し、本参加同意書に署名いたします。

年 月 日

参加者氏名

保護者氏名 ㊞



参加者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

睡眠時間 排便(1日)

／ （　）
　　時　　分～
　　時　　分

／ （　）
　　時　　分～
　　時　　分

／ （　）
　　時　　分～
　　時　　分

／ （　）
　　時　　分～
　　時　　分

／ （　）
　　時　　分～
　　時　　分

／ （　）
　　時　　分～
　　時　　分

／ （　）
　　時　　分～
　　時　　分

／
参加当日

（　）

2020年度　川崎市青少年の家　【1DAY】かわさき森のようちえん

★保護者の方へ★
◎ご参加1週間前からの体調をご記入ください。
◎健康面のことなど、伝達事項があればメモに記入をしてください。
　受付時に確認させていただきます。

食欲
朝　　　　昼　　　　夜

◎体調万全でお越しください。特に発熱・頭痛・咽頭痛・嘔吐・咳など体調不良がある場合は、参加
をご遠慮ください。
◎また、ご家族の方の体調不良等があった場合も、参加の見合わせをお願いいたします。

　 川崎市青少年の家TEL　044(888)3588

平熱　　　　　　

健康チェックシート

日　時

℃ 

℃ 

℃ 

℃ 

℃ 

℃ 

今日の体温(朝)

℃ 

℃ 


