
後援：広島県教育委員会，広島市教育委員会，広島市 PTA 協議会，
　　　広島市子ども会連合会（以上 13 年度後援，14 年度申請中）
　　　県北レクリエーション協会，広島教育レクリエーション研究会

主催：安芸の子リーダー養成協会 http://www.akinoko.jp/

２０１4年度研修生募集２０１4年度研修生募集 定員 100名幼少年体験講座 こぐま

３つの体験ができるプログラム

自然体験 ▼自然の美しさを感じる感性を育みます
人間体験 ▼友だちの大切さを感じます
文化体験 ▼自分たちの暮らす地域の良さを伝えます

年齢・経験に応じたプログラム
研修は子どもの発達段階を踏まえ，その状態にあった課
題に取り組む，グループ研修が基本です。また，年齢の
異なる「わくわく」や「19 期生」と共に活動する機会を
設け，互いの交流から学びあえるようにしています。

子どもが屋外で友だちと自由に遊ぶ姿を見かけることが
減ったと感じませんか。友だちと集団で遊ぶ，自然の中
で駆け回るなど，年齢に合わせた体験は子どもの成長に
欠かせないものです。今の子どもたちは，他者とのかか
わりなど，遊びから自然と学んできたことを身につける
機会を失っているのかもしれません。
安芸の子の研修では，学校生活とは一味違った３つの体
験を通して，自然の美しさや友だちの大切さを感じる，
創造力豊かな感性を育むことを支援しています。

090-8990-7832 （谷田）

詳細の確認・お申し込み・お問い合わせ

日中は留守にしています。
留守番電話にご用件を入れられる
か，夕方以降におかけください。

安芸の子リーダー養成協会事務局
〒731-0221　広島市安佐北区可部3-42-19-406
 FAX  082-815-7317

お電話でのお問い合わせ

子どもたちが生きる力を自ら身につける年 8回の体験活動プログラム

新小学２年・新小学３年 

「安芸の子の研修ってどんなことするの？」
短縮版の体験プログラムです。通年の申込みを
迷っている方も大歓迎。ぜひご参加ください。

1 日体験オープン企画

申込締切：4/22（火）参加費：800円（イベント保険加入料）

と　き：2014年4 月26日（土）
ところ：広島市中央公民館

受付13:30　開始13:45　 終了16:00

19期生
小４～高２

今回募集

▲▲

こぐま
小２・小３

わくわく
年中～小１

事務局へお問い
合わせください

1995 年に発会してから毎年開催している，通年研修会には
毎年 150 名あまりの子どもたちが参加し，50 名あまりのス
タッフ・大学生カウンセラーと共に研修を創っています。

通年研修：年齢で３つに分かれます

安芸の子の研修会

事務局へお問い
合わせください

野外炊飯野外炊飯

安芸の子安芸の子

安芸の子は2014年度で20年という節目を迎えます。関
わってくださった方々に感謝の気持ちをこめて，20年の
歩みを振り返るとともに，安芸の子の未来を発信するイ
ベントを企画しています。ぜひ，ご参加ください。

日時・場所：2014年8月30日(土)・YMCAホール

20周年記念イベントのお知らせ

通年研修への参加申込とは関係なく，参加していただけます。詳細は事務
局にお問い合わせください。

野外炊飯野外炊飯
Oneピース運動
街の人に鶴を折ってもらう
Oneピース運動
街の人に鶴を折ってもらう

秋キャンプ
運動会（綱引き）
秋キャンプ
運動会（綱引き）



はじめまして　１年間　よろしくね

初めて出会う友だちと思いっきり遊び，年間の活
動をともにする仲間づくりをします。
午前：友だちと一緒にゲーム大会
午後：安芸の子記録に挑戦

広島市青少年野外活動センター5/24(土 )
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▼ キャンセルについて
下記の日までにご連絡いただければお支払いは不要です。入金された分は返
金時に必要な手数料を除いた全額を返金します。
運営費用：第１回研修会初日の１週間前　各回費用：各研修会初日の３日前

▼ 保険について
万一の事故に備えて「スポーツ安全保険」に加入します。手続きはすべて事
務局で行います。詳細については事務局までお問い合わせください。

お申し込み時に提供された個人情報は，プログラムの運営に必要な業務，関連プログラムのご案内，参加者を対
象としたアンケートに利用させていただきます。お問い合わせ時に提供された個人情報は当該問い合わせへの対
応以外には利用しません。また，法令に基づく場合以外に第3者に開示・提供することはありません。

１．名前・ふりがな ２．性別 ３．郵便番号・住所 ４．電話番号
５．学校名・新学年 ６．生年月日・年齢 ７．保護者氏名
８．新規参加または更新参加
９．保護者説明会に出席するか
10.  １日オープン研修に参加するか（オープン研修のみは11以降不要）
11．兄弟姉妹の安芸の子研修会参加の有無（ある場合は名前・新学年）
12．（支払方法）運営費用：一括 か２回分割　各回費用：一括 か各回
13．Tシャツサイズ：120,130,140,150,S,M,Lのいずれか

下記の内容を記した参加申込書を事務局まで郵送か FAX でお送りく
ださい。申込書はホームページ（http://www. akinoko.jp/）から入
手できますが，他の様式でもかまいません。

定員になり次第，締め切ります。

参 加 の お 申 し 込 み 方 法

各研修会の２週間前を目安に「研修会のお知らせ」を郵送します。
お申し込み成立３

ご入金
参加申込書を受付次第，「受付完了のお知らせ」のはがきを郵送い
たします。到着次第，研修費用（５月末まで分）を郵便振替でご入
金ください。

２

加入者名：安芸の子リーダー養成協会　口座番号：01360－0－30678
手数料は参加者のご負担とさせていただきます。

参加申込書の提出１

保護者説明会にご出席ください
研修のねらいなどを説明します。参加のお申し込みをされた方は出
席をお願いします。

４

研 修 費 用

（プログラムの内容等の変更により，金額が変更になる場合もありますので，ご了承ください。）

日時・場所・研修プログラムは都合により変更することがありますので,ご了承ください。

年 間 プ ロ グ ラ ム

昨年「わくわく」参加で「こぐま」に参加
される方は更新参加

各回費用

運営費用

長子：わくわく・こぐま・19期生に参加している兄弟姉妹の中で年長者

年間の運営に
必要な費用

各研修会の
食費・宿泊費
など

【支払時期】 運営費用と同時一括 か 各回の受付

【支払時期】 年間一括（５月末まで） か ２回分割（５月末・９月末）

新規 長子 33,500 円 長子以外 30,500 円

更新 長子 32,500 円 長子以外 29,500 円

25,500円

研修費用
年間合計

長子 59,000 円
長子以外 56,000 円
長子 58,000 円
長子以外 55,000 円

新規

更新

全 7 回に参加された場合。各回の費用は保護者説
明会で説明しますが，事前に確認されたい方は事
務局にお問い合わせください。

小学生

場所：広島市中央公民館
日時：4/26（土） 受付 13:30　開始 13:45　終了予定 16:00

キャンプに向けた実力アップ

野外で楽しく過ごすためにテクニックを身につけ
るトレーニングキャンプです。
『はじめての宿泊に挑戦』
野外炊飯・野外ゲームなど

広島市青少年野外活動センター6/21(土) ～ 22(日)
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こぐま 夏キャンプ

2 泊 3 日，暑い夏を友だちと思いっきり楽しむ研修
会です。
野外ゲーム・ネイチャークラフト・キャンドルサービス
海の自然体験・野外炊飯など

国立江田島青少年交流の家8/8(金 ) ～ 10( 日 )

4

瀬戸内海 秋キャンプ

わくわく・こぐま・19 期生，安芸の子のみんなが
つながる研修会です。
１日目：秋の自然体験
２日目：安芸の子大運動会

国立江田島青少年交流の家11/8(土) ～ 9(日)

7

マイタウンウオッチング

「広島」の自然や文化，生活する人々にふれ，ふる
さとの良いところを再発見する日帰りの小旅行に
出かけます。

宮島9/20(土 )

6

ありがとう　また会う日まで

１年間の研修をふりかえり，学んだことを確認す
る研修会です。
１日目：新年会・冬の自然体験
２日目：報告会・修了式

広島市青少年野外活動センター1/10(土) ～ 11(日)

8One ピース運動

ヒロシマを伝える巨大絵を折り鶴を貼りあわせて
つくり，平和への想いを表現します。
『ヒロシマから世界へ届け！私たちのメッセージ』
折り鶴による巨大絵づくり

広島市青少年センター7/13(日 )

3

夏キャンプ・キャンドルサービス夏キャンプ・キャンドルサービス

研修費用は「運営費用」と「各回費用」の合計です。
それぞれの費用について支払時期をお選びください。

20 周年記念イベント5 （詳細は表面をご覧ください）
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