第１８回 障がい児のアドベンチャースクール

参加者用 募集要項

活 動 理 念
もっと「外に出たい！」「何かしたい！」そんな思いをもちながら、
障がいがあるということだけで、
あきらめなければならないこどもたちが数多くいます。
彼らが自由に飛び出していける社会を創るためには、
何が一番大切だと思いますか？
それはスロープでもなく、エレベーターでもなく、
「人が理解すること」だと私たちは思っています。
彼らが私たちと同じ感情をもち、同じように楽しいことを楽しんで、
生きたいと思っている、と真に理解すること。
そして、たとえ歩けなくても、話せなくても、
彼らにもたくさんの能力があるということ。
それらを社会一般の人が理解することで、
彼らの「真の障がい」をクリアすることができる、と私たちは思っています。
できるだけ多くの人が、彼らと接する機会をつくり、
それらを確実に認識することができたら、
そして、彼らとの時間を共有し、互いに認め合えたら、
また、その時間を自分自身の糧にすることができたら、と思います。
そんな「いけまぜ」の世界は誰もが少しずつ助け合って生きる、優しい社会。
そんな時代が早く来ることを願って・・・。

開 催 概 要
タイトル

いけまぜ夏フェス 2017in のぼりべつ (第１9 回開催)

テーマ
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2017 年 7 月 29 日（土）～7 月 30 日（日）
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登別市幌別西小学校、他

募集人員 約１，５００名（役員等を含めた総数）
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次ページ参照（傷害保険料、食事代を含む）
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特定非営利活動法人
障がい児の積極的な活動を支援する会 にわとりクラブ

主管

いけまぜ夏フェス 2017in のぼりべつ 実行委員会

※今回より、「ボランティア」→「サポーター」と呼び名を変えています

参加者イベント日程

※ 変更の可能性があります。随時最新の連
絡でご確認ください。
１日目 ７月２９日(土)
10:00 札幌駅からバス出発
10:30 苫小牧駅からバス出発
11:30～ 参加者受付開始
13:00～ オープニング
14:00～ ポイントラリー(約３０種目)
17:00～ 夕食
18:00～ アトラクション
19:30～ 打ち上げ花火
20:00～ 日帰り参加者解散
21:00 懇親会（自由にサポーターや参加者
と交流）
24:00 までに就寝 厳守！
2 日目 ７月３０日(日)
6:30～ 起床・清掃
7:30～ ラジオ体操
7:45～ 朝食
9:00～ 運動会
10:30～ フィナーレ
11:30～ 参加者解散、札幌駅行・苫小牧駅
行バス出発

そ の 他
□ 医療スタッフが同行します。状態によって
近くの診療所や病院に搬送することがあり
ます。
□ ＴＶや新聞、雑誌等の取材が入ります。
撮影した画像等は映った方に了承なく使
用させて頂きます。また私たちのホーム
ページやパンフレット、写真展等にも使用
することがあります。予めご了承下さい。

※ご注意！

（お申し込みと参加費の振込を同時にお願いします）
～申し込みから参加受理までの流れ（参加者）～

申込〆切日 2017 年 6 月 23 日（金）
１．申し込み

参加申込書(参加者用)に必要事項を記入し(下記参照)、郵送または FAX、E-mail でご送付ください。
※電話では受け付け致しておりません。
※申し込みと参加費の振り込みは同時にお願いいたします。

①申込書送付 郵送の場合〒０６３－０００１ 札幌市西区山の手１条１丁目３－２５－２０４いけまぜ夏フェス実行委員会
サポーターで
参加する方は
FAX の場合
（０１１）６４２－２３９４ 裏表や番号等、お間違いないよう十分注意願います。
サポーター用
募集要項と申
込書をご請求 E-mail の場合 ikemaze-niwatoriclub@nifty.com 添付ファイル(ワード)で。直接貼付は不可。
申込書(ワードのみ)はホームページからダウンロードできます。
下さい。
②参加費振込
ご家族やお仲
間、サポータ
ーする方と一
緒に振り込み
してもかまいま
せんが、金額
の確認をよろ
しくお願いしま
す。

金額をご確認の上、下記口座にお振込みください。
※振り込み名義人のお名前を申込書に必ずお書きください。
２日間参加
１日のみ参加
大人
中学生以下
大人
中学生以下
参加者
3,000 円
1,500 円
2,000 円
1,000 円
※２日間参加の場合、宿泊してもしなくても同じ参加費になります。
1 歳未満で T シャツと食事と布団が不要の場合 500 円。（傷害保険料相当）
例：父親、母親、子ども（中学生）が参加する場合⇒7,500 円
口座名義及び番号：
送金先
記号/番号または支店/口座番号
ゆうちょ
銀行

記号；１９０７０

番号：２０８４ ４１７１

加入者名

いけまぜ夏フェス実行委員会

店名：九〇八（キュウゼロハチ） 店番：９０８
預金種目：普通預金 口座番号：２０８ ４４１７

北洋銀行 支店名：札幌市役所支店
店番号：４８５
預金種目：普通預金 口座番号：３１３ ０３４０
2．参加受理
お申込完了

追加 T シャツご注文の場
合、1 枚 1,000 円で一緒に
振込お願いします。
※今年から変更です

いけまぜ夏フェス実行委員会
委員長 高橋 義男

参加費の振込確認後、集合時間、バス時間、場所、当日の連絡先等の詳細、持ち物等について、E-mailまた
は FAX、郵送等にてご連絡差し上げます。
※振込後、6月30日（金）までに連絡がない場合は、お手数ですが事務局までお問い合わせくださいますよう
お願い致します。

※キャンセル ※ キャンセルの場合は、できるだけ早く、必ずご連絡くださいますようお願い致します。
について
なお、お申込完了後はすぐに T シャツ、傷害保険等を準備しますので、原則返金できません。
（キャンセルの場合、8 月末に T シャツを送付します）
～参加申込書（参加者用）の書き方～
□ ご家族単位でお申し込みください。専属の付き添いの方もご家族とします（書ききれない場合は、裏または別紙を使用して
ください）。募集要項の内容をご理解の上、お申し込みください。
□ プライバシー保護に十分に注意いたします。このイベント関係者以外で情報を共有することはありません。次回以降もお知
らせすることがありますが、不要の場合はその他の欄にその旨をお書きください。
□ 参加者は傷害保険に加入します。すべての項目は連絡調整及び保険加入に必要です。
□ 中学生以下のお子さんは必ず保護者または保護者が認める方と一緒に参加してください。
□ 喫煙 ・ 飲酒マナーを守れない方が散見されます。大人としての自覚をしっかりともちルールを守って参加してください。

年齢････････････2017 年 7 月 29 日現在の年齢をお書きください。保険加入のため必ず全員ご記入ください。
Ｔシャツ･･当日いけまぜ T シャツを配布しますので必ず着用してください（２日間着用）。 サイズは男女兼用です。
※追加注文を１枚１０００円で承ります。その他の欄にサイズと枚数をお書きください。追加分は当日総合案内でお渡
しします。追加 T シャツ代は参加費と一緒に振込お願いします。※今年から変更です
交通手段 バス･･ Ｊ Ｒ札幌駅と苫小牧駅周辺からバスを運行予定です。札幌駅･苫小牧駅からのバス利用者は、小学生以
上往復 1 人 500 円（当日徴収）いただきます。
自家用車・・･駐車場があります。 （登別東インターチェンジから 10km）
公共交通機関…JR 幌別駅より 道南バス 資料館線 幌別西口より乗車 西小学校前下車 徒歩 1 分
※路線バス乗車困難な場合等、幌別駅まで送迎も可能です。ご相談ください。
障がいのあるお子さんの情報･･・宿泊場所の決定などで必要な項目です。もれなくお書きください。
障がいのあるお子さんが２人以上いるときは、わかるように記載をお願いします｡
摂食･口腔ケア･･･ポイントラリー中、歯科医による食べ方･歯磨き等の指導･相談を予定しています。
エステ････････ポイントラリー中、参加者の成人女性を対象に人数限定でフェイシャルエステを予定しています（抽選です）。
布団････････････参加者の宿泊は教室等に貸布団を用意します。布団数は最小限でお願いします。
支援サポーター･･ サポーターがポイントラリーを一緒に回る、食事を一緒にとる、運動会を一緒に楽しむ等、
２日間（宿泊の時間以外）、ご家族と一緒に過ごすことができます。
□ 初参加の方には、ぜひおすすめします。
□ サポーターは慣れた方ばかりではありません。保護者の方の目の届く範囲で見守りながらアドバイス
などお願いします（お困りの際はすぐにご相談いただけます）。
同室希望等････････参加人数、施設の関係で相部屋が基本です。
部屋の振り分けは実行委員会に一任していただきますが、同室希望があれば参加者同士で確認の上、申
込用紙のその他の欄にお書きください(※ご希望に添えない場合もあります)。
乳児について･･･････1歳未満のお子さんの参加費は Tシャツ、食事、布団のいずれも不要の場合にのみ、500円（傷害保険料
実費相当）とします。その旨をその他の欄にお書きください。
託児･･････いけまぜ開催期間中、就学前のお子さん（障がいのあるご本人を除く）の託児を行っています。希望される方には、
保育係より後日連絡します。
その他
□ 今回は今までに比べて会場が狭いので、宿泊場所等が窮屈かもしれませんがどうぞご了承くださいますようお願い致しま
す。宿泊が体育館でも良い方は、その他右欄にお書きください。
□ お子さんの状態で心配な事、配慮してほしい事等がありましたら、申込書のその他の欄にお書きください。
□ 宿泊参加を原則としていますが、1 日のみの参加や、夜帰り朝また来る参加も可能です。オープニングに遅れる、早く帰る
等ありましたらその他の欄にお書きください。宿泊を原則とするため日帰りバスはありません。

いけまぜ夏フェス実行委員会事務局
(特定非営利活動法人 障がい児の積極的な活動を支援する会 にわとりクラブ 事務局)

住所：〒063-0001 札幌市西区山の手 1 条 1 丁目 3-25-204
TEL：080‐6087‐2494
FAX：（011）642-2394
にわとりクラブ HP：google から「にわとりクラブ」で検索
メールアドレス：ikemaze-niwatoriclub@nifty.com
※お問い合わせは、郵送、TEL、FAX、E-mail で受け付けます。TEL は留守電対応が多く、折り返し早めに連絡いた
しますので、お名前と連絡先を残してくださいますようご協力ください。

