
 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 御殿場青年会議所  ２０１３年度 8 月公開例会 

「親子トムソーヤー塾」 

オリエンテーション資料 
 

日時：2013年 7月 31日（水） 

19：00～20：00 

於：市民交流センターふじざくら  

第 3会議室  

 

次 第 

 

 

 

1. 開会 

2. 理事長挨拶 

3. 趣意説明並びに事業概要説明 

4. 事業内容説明 

5. 質疑 

6. 閉会 



平成 25年７月吉日 

保護者の皆様へ    

趣 意趣 意趣 意趣 意 書書書書    

     

 

（一社）御殿場青年会議所 

2013年度理事長 髙森 純弥 

輝く未来創造室 副理事長 髙橋 隆造 

次世代共育委員会委員長 込山正一郎 

 

 

（一社）御殿場青年会議所（一社）御殿場青年会議所（一社）御殿場青年会議所（一社）御殿場青年会議所    ８月公開例会『親子トムソーヤー８月公開例会『親子トムソーヤー８月公開例会『親子トムソーヤー８月公開例会『親子トムソーヤー塾』塾』塾』塾』開催に際して開催に際して開催に際して開催に際して    

 

トム・ソーヤーの冒険という小説があります。1840年頃のアメリカの貧しい田舎町を舞台にした自伝

的な話の中でトム・ソーヤーをはじめとする子供たちは知識・想像力・経験を最大限に生かし貧しくお

もちゃなどない時代の中で色々な想像を働かせ日々を面白く過ごしています。 

今現在の子供たちを取り囲む生活をみると物や情報にあふれ、楽しく遊ぶのには苦労しません。しか

しそれが子供たちの想像力や経験を伸ばす妨げにはなっていないでしょうか。遊びの中に学びがあると

は良く言ったもので、いつの時代も子供というのは想像力に富み、様々な遊びを自分たちの想像力で作

り上げる力があります。想像力というのは先を考え予想する力でもありますし、相手を思いやる力でも

あります。また夢も想像力と言え自分自身を奮い立たせる原動力にもなります。 

そしてその想像力を生むのは経験であり、自分が実際に体験した嬉しさや悲しみ、痛み。これらが基

になって初めて想像することができます。何かを作り上げた達成感や喜び、仲間と作った料理のおいし

さ、これはテレビやネットでは知ることは出来ません。 

今回本青年会議所では子供たちが持っている想像力を伸ばすため、様々経験をしてもらうことを目的

としたキャンプ事業を行います。また父兄の方にも参加して頂き自分たちの幼少時代を思い出して一緒

になって楽しみ学んで頂きながら、子供の新しい面や成長する姿を発見して頂くと同時に、親という存

在感を示し、親という役割について改めて考えて頂く場を提供したいと考えております。子供たちにゲ

ームもテレビも普段自分たちが遊んでいる物が何も無い中で、親や新しく出来た仲間達といかに楽しく

過ごすか。2 日間という時間を自分たちの想像力と発想力で如何に楽しい物に変えていくのか。子供た

ちがトム・ソーヤーになって考え実践しながら心身共に成長してもらう場を提供したいと考えておりま

す。 

豊かな子供達を育てる青少年健全育成の一環としてこの事業に取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 

以上 



（一社）御殿場青年会議所（一社）御殿場青年会議所（一社）御殿場青年会議所（一社）御殿場青年会議所    ８月公開例会『親子８月公開例会『親子８月公開例会『親子８月公開例会『親子トムソーヤートムソーヤートムソーヤートムソーヤー塾』開催要項塾』開催要項塾』開催要項塾』開催要項    

    

１、目  的     キャンプ生活の中で衣食住を自分達で行い基本的なキャンプ体験は基より、自ら

考え行動する力、仲間と協力し合う力を伸ばしてもらう。また子供たちの想像力

や創造力を生かした親子共同作業や共同体験を通じて自分や親の新しい面を発見

してもらう。また父兄の方にも子供と同様に学んで頂きながら、子供の成長や変

化を発見して頂き、親としての役割を改めて考えて頂く。 

 

２．主  催     一般社団法人 御殿場青年会議所 

 

３、後 援     ボーイスカウト御殿場小山地区 御殿場市教育委員会 小山町教育委員会 

 

４、日     時     平成２５年８月１０日（土）１０：００から１１日（日）１２：００まで 

※雨天決行、荒天中止（荒天の中止の場合は前日夜までにご連絡いたします。） 

 

５、場 所     御胎内清宏園 御殿場市印野１３８２－１ 電話番号０５５０ー８９ー４３９８ 

 

６、内 容     １泊２日のキャンプ 

 

７、参 加 対 象     御殿場市・小山町在住の小学校４・５・６年生の男女とその保護者 

※兄弟での参加も可能です。 

※小学３年生以下の兄弟の参加を希望される場合は基本的に父兄の方と行動して

頂きます。 

 

８、募 集 人 数     子どもと父兄のペアー20組 

 

９、参 加 費     ひとり１０００円 

 

１０、保  険     主催者で親子共に行事用保険に加入します 

    

１１、お 問 合 せ     一般社団法人 御殿場青年会議所   

住 所：〒４１２－００２１ 御殿場市二枚橋２３９ 二枚橋プラザ２Ｆ内 

ＴＥＬ：８２－２２２１   ＦＡＸ：８３－２５８７  

受 付：月～金曜日 １０：００～１２：００ １４：００～１６：００ 

担当者：込山 ０８０－１１２８－７９７２ 

 

 

 

 



集合場所、時間及び駐車場について 

親子トムソーヤー塾 

集合場所  ＪＡ育苗センター横 御殿場市板妻 606-1 

時  間  ８月１０日 ９：３０集合 

御胎内清宏園には「親子トムソーヤー塾」参加者用の駐車場スペースがございませんので、お車は集合

場所ＪＡ育苗センター横ご駐車願います。そこから青年会議所の車で公園入口までピストン輸送致しま

す。またお帰りの際も駐車場までお送りします。 

 

 

保護者の一時帰宅、保護者の交代について 

 

「親子トムソーヤー塾」では親子揃っての参加となります。 

親子で距離を置く時間、子供同士で過ごす時間を設ける目的で宿泊は子供同士（男女別、雨天時は合宿

所に宿泊する場合もあり）で行います。保護者の皆様に関しましては合宿所にて就寝して頂きますが、

雨天時は全員一時帰宅をお願いする場合もございます。また個人のテントを使用されたい方についても

ご相談下さい。 

一時帰宅を希望される方は 1 日目のプログラム終了の 21 時以降にご帰宅して頂き、翌朝 6：45 に集合

して頂きます。集合場所は初日と同じ駐車場になります。 

その時間以外の一時帰宅につきましてはご相談ください。 

 

保護者交代について 

事業途中で保護者の交代を希望される方は事前にお知らせ下さい。また交代される際も本部もしくはチ

ームリーダーに一声おかけ頂き、指示に従ってください。 

 

本部連絡先 込山 080-1128-7972  高橋 090-1471-9129 

駐車場駐車場駐車場駐車場    

ピザ 
板妻北 





「親子トムソーヤー塾」タイムスケジュール及び内容

雨天時

内容（場所） 詳細 内容 詳細

9:30 駐車場に集合 9：30より出欠の確認及び会場までお送りします 左に同じ

10:00 受付開始
（合宿所）

名札を作成 左に同じ

10:15 入塾式（合宿所） 左に同じ

10:45 アイスブレイク（広場） 子供同士だけではなく、大人同士も打ち解けるレクリエーション 左に同じ 場所：合宿所に変更

11:45 昼食（広場） 持参して頂いた弁当 左に同じ 場所：合宿所に変更

12:15 テント張り（テントサイト）
火起こし講座（ＢＢＱ場）

テントの設営と火の起こし方を学ぶ
起こした火は次のバームクーヘン作りで使用する。
夕食時には子供だけで火起こしを実践してもらう

講義（合宿所） 親としての講義（45分間）

13:00 バードコール作り（合宿所） 別紙2参照

13:40 バームクーヘン作り合流

13:50 バームクーヘン試食（アスレ
チック広場）

バームクーヘンをみんなで試食する 左に同じ 場所：合宿所に変更

14:00 親子共同体験 共同体験

①竹飯つくり（アスレチック広場別紙3参照 左に同じ 場所：合宿所に変更

②キャンドル作り（合宿所） 別紙4参照 左に同じ

16:00 夕食つくり（ＢＢＱ場） メニュー：カレーライス・サラダ・鮎の串焼き
（父兄の分も一緒に）

燻製作り（アスレチック広場） チーズ・ウインナー・鶏肉等
段ボールを使ってスモーク作りを体験する。

雨がひどい場合：
燻製作り場所：合宿所に変
更

17:30 夕食（アスレチック広場） 親子お互いが作ったものを振舞いあう。 左に同じ

18:00 片付け 左に同じ

19:00 キャンプファイヤー（広場） 親チーム、子チームのゲームなど 左に同じ 場所：合宿所に変更

20:30 就寝準備 宝さがし準備（合宿所） 雨がひどい場合は
子供は合宿所で就寝
父兄は帰宅

21:00 班長会議（本部前） 懇親・歓談（ＢＢＱ場）
宿泊（合宿所）

班長会議
場所：合宿所に変更

22:00 消灯

内容 詳細・備考 内容 詳細・備考

8/11 起床・荷まとめ 左に同じ

6:45 帰宅された保護者集合

7:00 朝食（アスレチック広場）
片付け

パン、ベーコン、チーズ、レタス、トマト、バナナ、牛乳、お玉ねぎスー
プ
終わり次第、朝食片付けとテント片付け、掃除

左に同じ

8:00 朝礼（合宿所） 健康確認など 左に同じ

8:30 宝さがしウォークラリー
（公園内）

宝さがしは各班ごと行動する。 左に同じ 雨がひどい場合は
宝さがし中止。
そのまま卒塾試験へ

10:30 卒塾試験（合宿所）

11:30 卒塾式（合宿所） 左に同じ

12:00 解散 左に同じ

子供 父兄

バームクーヘンづくり（ＢＢＱ
場）

日付 時間

8/10

父兄
日付 時間

別紙1参照

子供



別紙 1          バームクーヘンの作り方 

道具 

・芯となる竹の棒(破裂防止のために節の間に穴を空けておく) 

・アルミホイル(芯棒に巻き付ける用) 

・タッパ(ボールよりも横長のタッパがおすすめ) 

・バターを溶かす皿・鍋等 

・泡立て器 

・お玉 

 

材料（直径 15cmほど、30cm くらいの長さ 1本分） 

・ホットケーキミックス：600g 

・卵：3個 

・牛乳：450ml・ 

・砂糖：500g 

・無塩バター：100g 

1. 生地作生地作生地作生地作りりりり 

 

 

タッパの中にホットケーキミックスや卵、牛乳等を入れ、混ぜて生地を作ります。基本となる生地ができたら砂糖

と溶かしバターを投入します。炭火で溶かしバターを作る際は皿・鍋等を忘れずに。砂糖・溶かしバターを加えれ

ば生地の完成です！ 

2. アルミホイルを巻いた芯棒に生地をかける。アルミホイルを巻いた芯棒に生地をかける。アルミホイルを巻いた芯棒に生地をかける。アルミホイルを巻いた芯棒に生地をかける。 

 

 

 

 

 

生地が混ざったら泡立て器からお玉に持ち替え。 芯棒の火があたる部分にアルミホイルを巻き、生地を流しか

けていきます。生地をかけたら 10秒ほどおき、余分な生地を落とすのがポイント。こうすることで炭の上に落ち

る量を減らすことができ、舞った灰がくっつくのが防げます。 

 

 

 



3. 炭火の上において焼炭火の上において焼炭火の上において焼炭火の上において焼き、き、き、き、生地をかける・焼くを繰り返す。生地をかける・焼くを繰り返す。生地をかける・焼くを繰り返す。生地をかける・焼くを繰り返す。 

 

 

 

 

火はけっこう強めでOK。 焦げ目が付くまで焼いていきます。火の上に置くと生地が柔らかくなり、下に落ちやす

くなるので、たれないようにグルグル回転を。焦げ目がつき始めたらたれることはないので一安心。いい色にな

るまで焼きます。 繰り返していくとどんどん太くなっていきます！ 大きくなるにつれ重くなっていきます。 

5. ほどよい大きさになったら完成！ほどよい大きさになったら完成！ほどよい大きさになったら完成！ほどよい大きさになったら完成！ 

 

 

 

 

 

 

生地を使い切るか、ほどよい大きさになったら完成です！  

 

 

 

 



別紙 2                                                            バードコールの作り方 

バードコールとは。木に付いているネジを回すと鳥の鳴き声のような音が出ます。 

森の中で使ってみると、鳥が寄ってきます。 

道具  

・のこぎり  

・ドリル（４.５mm）  

・紙やすり  

 

（１）のこぎりで枝を５（１）のこぎりで枝を５（１）のこぎりで枝を５（１）のこぎりで枝を５cmcmcmcm 程度に切る程度に切る程度に切る程度に切る    

利き手は素手でのこぎりを持ち、反対の手は軍手をして行いましょう。 

 

（２）ドリルで穴をあける（２）ドリルで穴をあける（２）ドリルで穴をあける（２）ドリルで穴をあける    

木の真ん中にネジより０.５mm 小さいドリルで穴をあける。 

穴が貫通しないように気をつけよう。 

丸かんネジが売ってない場合は蝶ネジなどでも使えます。 

 

（３）穴にネジをねじ込む（３）穴にネジをねじ込む（３）穴にネジをねじ込む（３）穴にネジをねじ込む    

はじめのうちは固いので力が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

    

（（（（５）ネジをヤスリで擦り、松ヤニを塗る５）ネジをヤスリで擦り、松ヤニを塗る５）ネジをヤスリで擦り、松ヤニを塗る５）ネジをヤスリで擦り、松ヤニを塗る    

音を出やすくするために行います。 

松ヤニが無いときは黒板に使うチョークで 

代用することができます。 

 

 

材料 

・枝（太さ２cm～３cm 程度）  

・丸かんネジ（太さ５mm）  

・松ヤニ 

（４）ネジを入れた（４）ネジを入れた（４）ネジを入れた（４）ネジを入れたり出したりを繰り返すり出したりを繰り返すり出したりを繰り返すり出したりを繰り返す    

ネジを回しながら出し入れしていると、穴の中が焦げて少し

ずつ音が出てきます。 

 

 （６）完成（６）完成（６）完成（６）完成    

後はお好みでヒモをつけたり、削って持ちやすくしたりし

たら完成です。 

 

 



別紙 3              竹飯の作り方 

材料（２人分） 

・洗米 ２合  

・水 ４８０ｃｃ  

・青竹（直径１０ｃｍ） １節 

・好みで炊き込みご飯に混ぜるもの 

 

①竹筒の作成①竹筒の作成①竹筒の作成①竹筒の作成    

 竹は太目（径１０ｃｍ以上）の孟宗竹で根本から１ｍ以上の場所ものを一節使用します。 

かまどの大きさを考えて節の両側を適当な長さで切り落としておきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

必要であれば、転がらないように下のように加工してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ふた②ふた②ふた②ふたの作成の作成の作成の作成    

竹の直径の 1/4 程度で、上幅１０ｃｍ程の切込みを入れて洗米を入れる入り口を作ります。 

少し斜めに切り込みを入れ、ノミなどで蓋になる部分を取り出します。 

 

 

 

 

道具 

・のこぎり  

・のみ  

・とんかち 



    

③炊飯③炊飯③炊飯③炊飯    

といで水切りした米２合と、水４８０ｃｃを竹の中に入れ かまどにかけます。 好み

で炊き込みご飯の素や具材を 

入れてください。 

 

 

 

火加減はあまり気にせず、竹全体を炎が包み込むくらいにガンガン燃やしてください。  

 

 

 

 

 

 

 

蓋から吹きこぼれてきたら弱火にし、グツグツ音がしなくなったら火からはずして蒸らします。 

④完成④完成④完成④完成    

.10 分程度おいて蓋を開けると、ふっくらツヤツヤ美味しい釜戸炊きご飯の出来上がり。 

 

  

  

  

 



別紙 4              キャンドルの作り方 

 

グラデーションキャンドル 

＜キット内容＞ 

・カラーブロックワックス２色（各２００ｇ） 

・白のパラフィンワックス５００ｇ 

・芯３０ｃｍ（LX20 芯） 

＜ご自宅でご用意頂くもの＞ 

１０００ｍｌ牛乳パック１個・ビニールテー

プ・ガムテープ・割り箸・金属鍋１個（湯煎

の場合は２個）・ハサミ・串・金属トレー 

＜製作時のご注意＞ 

牛乳パックは中を良く洗って乾燥させておいて下さい。今回は１０００ｍｌ容器１本を使いますが、５００ｍｌの場合は

２本分製作できます。牛乳パックは水漏れがしないか確認しておいて下さい。 

付属のパラフィンワックス（白色）を溶かす場合ですが、ホットプレートなどで溶かす場合はキャンドル専用に用意

した手鍋にパラフィンを入れて溶かして下さい。ガスコンロなどを使う場合は手鍋を２個用意して湯煎で溶かして

下さい。ワックスを溶かす際に使う鍋などは飲食用などと併用せず、キャンドル専用として下さい。直火で溶かす

行為は引火しますので絶対に行わないで下さい。 

完成後、火を灯す場合は必ず耐熱性のお皿などを敷いて下さい。燃焼状態により溶けたロウが流れ落ちる場合

がありますのでご注意下さい。 

▼手順解説▼ 

内側が乾いた牛乳パックを用意します。 テープ類・ハサミなども用意して下さい。 

 

牛乳パックの上部の折りたたみ部分は切り取って下さい。この部分は使いません。 

パックの底部分の真ん中に穴を開けます。 

パックが硬く穴が開かない時は金属の串の様なものを使って下さい。穴の大きさは芯が通る程度で構いません。 

 

爪楊枝や竹串ではパックが硬くて通りにくいので、目打ちやキリなど金属製のものだと簡単に開けられますが、手

に刺さらないように注意して下さい。 

 

 



穴が開いたら芯糸を底から通します。 

１ｃｍ～２ｃｍ程度の芯を出した状態にします。 

パックの底の部分が完成時はキャンドルの上部となります。 

 

次にビニールテープなどで芯が抜けない様にしっかりと固定します。液体のロウが流れ出てしまうと失敗になりま

すので、厳重にテーピングして下さい。 

更にビニールテープの上からガムテープなどで頑丈に貼り付けて底面を覆います。 

＊セロハンテープは熱によって収縮してしまい、ロウが流れ出る場合がありますので、あまりおすすめ出来ませ

ん。 

 

牛乳パックは側面の紙が薄いのでワックスをたっぷり入れると側面が膨らんで丸みが出てしまいます。丸い風合

いを出したくない場合は写真の様に側面をガムテープなどでしっかり巻きつけたりしながら形状が変わらない様

な工夫が必要です。 

 

付属のカラーブロックをパックに入れます。 

今回はイエローを先に入れ、次にブルーを入れてツートンカラーのグラデーションをイメージします。ブロックの入

れ方はお好みですので２色を混ぜ合わせて入れても構いません。 

 

ブロックを入れ終わったら芯を真っ直ぐに立てて割り箸でたるみが出ない様に固定して下さい。あまり芯を強く引

っ張ると芯が抜けてしまいますので注意して下さい。 

 

 

白のパラフィンワックスを溶かしてパックに流し込みます。流し込むワックスの温度により完成時の表面の風合い

が変わります。８０度以下で流し込むと出来上がり時の表面は白っぽいスジ模様などが現れます。通常期（暖か

い時期）は８０度～９０度程度が目安ですが、冬季など室温が低い場合はブロックワックスの隙間に液体が浸透し

ない場合がありますので９０度～１００度程度のやや熱めにして流し込んで下さい。 

 



液体ワックスを９分目辺りまで流し込みます。 

仕上げに流し込み作業がありますので液体ワックスは少し残しておいて下さい。 

アロマキャンドル（香り付き）にしたい場合は、この液体ワックスにフレグランスを混ぜてから流し込んでください。 

また流し込むワックス自体にも色付けをすることで違った風合いのキャンドルも作れます。 

 

自然放置で冷却する方法や水を張った容器に漬け置くなどしてワックスを固めます。 

 

表面を指で押してみてへこみが出なくなったら芯を切り落とします。 

 

芯を切ったら仕上げの液体ワックスをもう一度流し込みます。デコボコしている面が完全に覆われる程度まで流し

込みます。 

これで完全に固まったら完成です。 

 

いよいよパックから取り出します。 

底面に貼り付けたテープ類を全て剥がします。 

次に紙パックを破りキャンドルを取り出します。 

＊ポイント 

芯にロウがコーティングされていないと火をつけた時に芯だけ燃えて鎮火してしまう場合があります。この場合は

完成時に芯を溶けたロウでコーティング処理してから火を付けて下さい。 

 

これで完成です。 

 

 

 

 



持ち物について

1人分の持ち物になります。

持ち物 備考 チェック

1 長ズボン・長袖

怪我や虫さされ防止の為活動時は長ズボ
ン着用になります。ジャージ不可
またやけど防止の為できれば綿製の長袖
をご用意ください。（ナイロン製は火で穴が
開く可能性があります）

2 寝間着

3 防寒具 夜間は寒くなります

4 着替え 2日間用

5 帽子

6 運動靴・長靴（雨天時）

7 タオル 数枚（顔拭き、汗拭きなど）

8 リュックサック 活動時背負えるもの

9 軍手 滑り止め無しのもの

10 雨具（カッパ） 傘不可

11 水筒

12 スプーン・箸

13 食事時コップ プラスティック製が良い

14 懐中電灯

15 寝袋※無い場合は毛布で代替え可能

16 マット※無い場合は毛布で代替え可能
寝袋の下に敷きます。
無い場合は毛布で代替え可能

17 歯ブラシ、歯磨き粉

18 ティッシュ

19 ウェットティッシュ

20 保険証の写し

21 米　ひとり1合 親子２人参加の場合は×2

22 牛乳パック５００ｍｌ（洗ったもの） キャンドル用（子供１人あたり１つ）

23 ラジオ体操カード 2日目の朝礼でラジオ体操を行います

24 虫よけスプレー

25 かゆみ止め

※貴重品は保護者の責任で管理してください

※携帯ゲームの持ち込みは不可とします。持ってきた場合は事業終了までお預かりします。

※各持ち物には名前を記載して下さい。



発生 各担当の現場付近で問題発生、発見

↓

連絡

各班のチームリーダーが連絡
（処置・対応が可能であればその場で処置）
対応できるものできないものに関わらずまず本部へ連絡する。

↓

対応・検討
本部で状況確認と対策（対応できていれば対処の確認）
本部で対応できない場合、本部で救急車を要請

↓

救急車の手配
重大であると判断した場合は、救急車の手配へ
御胎内清宏園へ連絡

↓

保護者へ連絡

【救急車などの重大である場合】
親子別行動時：父兄を子供のところまで誘導
父兄帰宅時：緊急連絡先に連絡

↓

子供引き渡し

子供が事業続行ができないと判断した場合は申し訳ありませんがご帰
宅して頂きます。熱中症やこちらで判断がつかない場合も申し訳ありま
せんがご帰宅して頂きます。

救急要請病院 医療法人社団　青虎会　フジ虎ノ門整形外科病院

御殿場市川島田１０６７−１　　　　0550-89-7872

緊急時対策マニュアル


