第 15 回 森のようちえん全国交流フォーラム in ぎふ
開催要項
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１．趣

旨

これまで過去 14 回に渡る「森のようちえん全国交流フォーラム」の開催を通し、社会にお
いて幼児期の自然体験の必要性の認知が進み、日本中に様々なスタイルの森のようちえんが誕
生しています。
そのような状況の中、国は幼児教育無償化の方針を掲げたことで実践者のみならず、行政や
研究者にとっても「森のようちえん」の在り方について、今一度考える機会となっています。
「第 15 回森のようちえん全国交流フォーラム in ぎふ」においては、実践者(民)、研究者
(学)、行政(官)がタッグを組み、
「森のようちえん」の“根っこ”と、
“今”を感じながら、そ
れらの原点に立ち返り、森での遊びや育ちについて考え、その魅力を全国に発信します。
２．テ ー マ 森のようちえんってなんだっけ？
～みんなちがってみんないい～ 今を感じる 3 日間
３．期

日 2019 年 11 月 2 日（土）
・3 日（日）
・4 日（月・祝）

４．会

場 岐阜県立森林文化アカデミー（〒501-3714 岐阜県美濃市曽代８８）

５．主

催 「森のようちえん全国交流フォーラム in ぎふ」実行委員会

６．共

催 ＮＰＯ法人森のようちえん全国ネットワーク連盟、ぎふ森 遊びと育ちネット
ワーク、岐阜県

７．後

援 岐阜県教育委員会、美濃市、美濃市教育委員会、公益社団法人国土緑化推進機
構、公益社団法人岐阜県緑化推進委員会、公益財団法人森林文化協会

８．特別協賛 一般財団法人セブン-イレブン記念財団
９．協

賛 公益財団法人十六地域振興財団、大垣共立銀行、コールマンジャパン株式会社、
株式会社モンベル、森を育む紙製飲料容器普及協議会

10．対

象 「森のようちえん」の実践者及び興味関心のある者
幼児教育・保育・子育て支援等の関係者・行政関係者・研究者、学生、青少年
教育施設職員、自然体験活動団体や森林環境教育団体等のスタッフ

11．定

員 【大人】
全日程（2 日～4 日）
：200 名
前 半（2 日～3 日）
：50 名、後 半（3 日～4 日）
：50 名、3 日のみ：50 名
※
【子ども】
小学生：30 名、年少～年長：30 名、未就園児：20 名
※お子様連れで参加される場合は、必ずお子様も参加申込みしてください。
お申込みされていないお子様は参加できませんので予めご了承願います。
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12．内

容

（１）日程
【11 月 2 日（土）
】
時 間
11:45～12:30

プログラム
＜受付＞
・森の情報センター

内 容
・名札、資料、会場案内図の配布
・手荷物置き場を案内

12:40～17:30

・全体ワークショップ
・開会式（開会宣言、挨拶）
・基調講演
・特別講演
・全国ＮＷ連盟からのお知らせ
・事務連絡
GIFU ナイトセッション
・夕食
・ｼｮｰﾄ分科会、ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ

基調講演：涌井史郎氏
（森林文化アカデミー学長)
特別講演：竹内洋岳氏
（プロ登山家・立正大学 客員教授）

18:00～20:00

・県内関係者を主とした分科会等（1 時間）

21:30
日程終了
★GIFU ナイトセッションのショート分科会、ポスターセッションは自由参加となっています。
参加を希望される方は、当日、受付にてお申し込みください。ただし、受付の状況により希望の
ショート分科会にご参加できない場合がございますので予めご了承願います。

【11 月 3 日（日）
】
時 間
8:00～

プログラム
＜受付＞
・森の情報センター

9:00～11:00
11:00～12:30

分科会Ａ
休憩・昼食

12:30～14:30
14;30～15:00
15:00～17:00
17:00～18:00
18:00～20:00

分科会Ｂ
休憩・移動
分科会Ｃ
フリータイム
大交流会

内 容

Ａ①～Ａ⑩から選んで参加
ランチタイムＬＩＶＥ：鈴木翼氏
～子どもも大人も歌って遊ぼう♪～
Ｂ①～Ｂ⑪から選んで参加
Ｃ①～Ｃ⑩から選んで参加
ＬＩＶＥ①：やじぃ＆かむあそうトライブス
ＬＩＶＥ②：ウクレレ隊「森のようちえんの歌」

21:30
日程終了
★休憩やフリータイムに、森のようちえん全国ネットワーク連盟理事による「よろず相談コーナー」
を実施します！気軽にご参加ください。

【11 月 4 日(月・祝)】
時 間
8:30～9:30
10:00～11:45

プログラム
フリー分科会
・トークセッション
・ふり返り

内 容
□実施者公募・自由参加
トークセッション
内田幸一氏×浅井智子氏

11:45～12:00
12:00～12:30

休憩
閉会式
・スライドショー上映
・横断幕引き継ぎ
・ 閉会の言葉
・全体写真撮影
12:30～
昼食配布
★フリー分科会は自由参加となっています。参加を希望される方は、11 月 3 日に受付にてお申し込
みください。ただし、受付の状況により希望の分科会にご参加できない場合がございますので予め
ご了承願います。
。
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（２）＜ショート分科会＞ 11 月 2 日（土）18:30～19:30

プログラム内容
Ｇ－１

「お母ちゃんが語る 森のわらべ」

屋内

講師：森のわらべ おひさま（自然育児 森のわらべ多治見園 保護者）
Ｇ－２

「木育カフェ ～ぎふの木で“ものづくり”しながらおしゃべりしましょう～」
講師：吉田理恵氏（NPO musubi 代表）

Ｇ－３

「子ども×地域のプロの新たな可能性～陶芸作家と共に、土とあそび、土を焼く～」
講師：島田篤氏（陶芸作家）
厚川文子氏（陶芸作家）

Ｇ－４

「“Ich（わたし）”が大事“Du(あなた）”が大事 ドイツのみんなで語り合う保育」
講師：森田彩虹氏

Ｇ－５

Ｇ－６

座談会

屋内
ＷＳ

屋内
講義

屋内
講義

「夜は友だち～ネイチャーゲームであじわう夜の森～」
講師：原令子氏（岐阜県シェアリングネイチャー協会理事長）

屋外
ＷＳ

「里山千年構想と森のようちえん」

屋内
講義

講師：山田夕紀氏（美濃加茂市役所産業振興部農林課里山再生係）
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（３）＜分科会＞11 月 3 日（日）
「子ども」
・
「コミュニケーション」
・
「自然」
・
「運営」の４つのカテゴリーと「保育」
・
「親子」
・
「遊び」
・
「安全」
・
「行政」などの１８のキーワードを掛け合わせて３１の分科会
をご用意しました。Ａ・Ｂ・Ｃの各時間帯で受講を希望する分科会を第３希望までお選び
いただきお申し込みください。
（★マーク：大人のみ参加の分科会）

分科会Ａ（９：００～１１：００）
★Ａ－①
子ども
×
発達
Ａ－②
子ども
×
保育
Ａ－③
子ども
×
居場所
Ａ－④
子ども
×
学び
Ａ－⑤
自然
×
親子
Ａ－⑥
自然
×
遊び
Ａ－⑦
自然
×
観察
Ａ－⑧
運営
×
森の
ようちえん
★Ａ－⑨
運営
×
連携
★Ａ－⑩
運営
×
安全

「感覚と動きの発達理論と森の環境〜子どもは与えられた環境に適応する〜」
講師：灰谷孝氏（株式会社 innochi 代表取締役 CEO）
「知っておこう！命が喜び、個性が伸びる未来へ繋ぐ、保育三種の神器」
講師：澤田有心子氏（Being up 協会代表）
「生きてるだけですごいんだ 〜子どもの命を真ん中におく居場所づくり〜」
講師：西野博之氏（認定 NPO 法人フリースペースたまりば理事長）

屋内
講義
ＷＳ
屋内
講義

屋内
講義

「市民の一歩が教育を変える ～色んな教育をツクって未来をツクル～」
講師：一尾茂疋氏(自主学校 瀬戸ツクルスクール運営責任者)
＜森林総合教育センタープログラム＞
「森のおやこさんぽ」
講師：篠木眞氏（あきる野市小宮ふるさと自然学校）
篠木里恵氏（のんきサロンぶひぶひ）
萩原・ナバ・裕作（岐阜県立森林文化アカデミー）
「遊びながら感じる「火」と「人」の繋がり① ～炎を生み出す～」
講師：川口拓氏（WILD AND NATIVE 代表）
「樹木も人も、みんながハッピーであるために～生き物だからうれしいことと
いやなことがある～」
講師：三戸久美子氏（NPO 法人樹木生態研究会 副代表理事）
＜NPO 法人森のようちえん全国ネットワーク連盟プログラム＞
「森のようちえん今とこれから」
講師：内田幸一氏（森のようちえん全国ﾈｯﾄﾜｰｸ連盟 理事長）
（認定子ども園 野あそび保育みっけ）
「聴きあう場が育ちあう場をつくる ～トエックのようちえんと小学校
その理念と日常～」
講師：利根清子氏（トエックのようちえん）
仲本桂子氏（トエック自由な学校）
渡辺有紀氏（自然スクールトエック）
「緊急性の判断基準や、気になるケガの手当～救急車到着までにできること
～」
講師：寺田達也氏（ウィルダネスメディカルアソシエイツジャパン）
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屋内
講義

屋外
ＷＳ

屋外
ＷＳ

屋外
ＷＳ

屋内
講義

屋内
講義
ＷＳ

屋内
ＷＳ

分科会Ｂ（１２：３０～１４：３０）
★Ｂ－①
こども
×
発達
Ｂ－②
こども
×
森の
ようちえん
Ｂ－③
こども
×
保育
Ｂ－④
こども
×
保育
★Ｂ－⑤
コミュニ
ケーション
×
こども
★Ｂ－⑥
コミュニ
ケーション
×
運営
★Ｂ－⑦
自然
×
運営
Ｂ－⑧
自然
×
コミュニ
ケーション
Ｂ－⑨
自然
×
遊び
Ｂ－⑩
運営
×
行政
★Ｂ－⑪
運営
×
安全

「視機能の発達と自然環境 〜視覚は生まれてから身につける機能・感覚から
認知への成長とは〜」
講師：灰谷孝氏（株式会社 innochi 代表取締役 CEO）
＜NPO 法人森のようちえん全国ネットワーク連盟プログラム＞
「森のようちえんの日々から考える」
講師：小林成親氏（山の遊び舎はらぺこ）
沼倉幸子氏（森のようちえんはっぴー）
山口美和氏（上越教育大学大学院）
「おとなのつもり 子どものつもり」
講師：柴田愛子氏（りんごの木代表）

屋内
講義
ＷＳ

屋内
講義

屋内
講義

「森のようちえんゼミナール 〜環境ってナンだ？〜」
講師：小西貴士氏（写真家・森の案内人）
鈴木秀弘氏（わこう村 わこう保育園副園長）
久保健太氏（関東学院大学教員）
「子どものことをもっと知りたいと思ったときの聞き方」
講師：原康子氏（認定 NPO 法人ムラのミライ研修事業チーフ）
「非構成な場でのスタッフの専門性とは？」
講師：伊勢達郎氏（NPO 法人自然スクールトエック代表）
＜森林総合教育センタープログラム＞
「みんなで木を伐っちゃおう ～林業からみるチームビルディング～
講師：新津裕氏（岐阜県立森林文化アカデミー）
「遊びながら感じる「火」と「人」の繋がり②～炎を育てる～」
講師：川口拓氏（WILD AND NATIVE 代表）

「実践！森の音さがし～デカ耳持ってみつけにはいろう～」
講師：前田昌輝氏・前田絢子氏（ケルト音楽演奏家）

屋内
講義

屋内
講義
ＷＳ

屋内
講義
ＷＳ

屋外
ＷＳ

屋外
ＷＳ

屋外
ＷＳ

「行政とタッグを組む！その時の実践者の心得～鳥取と岐阜の取組みより～」
講師：西村早栄子氏（智頭町森のようちえん まるたんぼう）
浅井智子氏（一般社団法人 MORIWARA 代表理事）
（自然育児 森のわらべ多治見園 園長）
「日常の保育で出逢うかもしれない危険生物の事故予防～ハチ・ヘビ・ウルシ
などへの対応～」
講師：西海太介氏（セルズ環境教育デザイン研究所）
白濱真友氏（セルズ環境教育デザイン研究所）
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屋内
講義

屋内
講義

分科会Ｃ（１５：００～１７：００）
★Ｃ－①
子ども
×
発達
Ｃ－②
子ども
×
森の
ようちえん

Ｃ－③
子ども
×
育ち

★Ｃ－④
子ども
×
行政
★Ｃ－⑤
コミュニ
ケーション
×
自然
Ｃ－⑥
自然
×
観察
Ｃ－⑦
自然
×
親
Ｃ－⑧
自然
×
カメラ
★Ｃ－⑨
運営
×
コミュニ
ケーション
★Ｃ－⑩
運営
×
安全

「人間脳を育てる〜発達障害の改善と可能性を理解する原始反射について〜」
講師：灰谷孝氏（株式会社 innochi 代表取締役 CEO）

屋内
講義
ＷＳ

＜NPO 法人森のようちえん全国ネットワーク連盟プログラム＞
「森のようちえんって何だっけ？～みんなちがってみんないい～」
屋内
トーク
講師：中能孝則氏（
（公財）社会教育協会）
野澤俊索氏（NPO 法人ネイチャーマジック・森のようちえんさんぽみち） セッシ
横田聖美氏（地方裁量型認定子ども園・Fuji 子どもの家ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉの森） ョン

コーディネート：塚本岳氏（森のようちえん「こそあどの森」
）
「心をひらいて 学んで 育つ 〜３年保育「幼児の学校」とフリースクール
「小学部」の実践から見えてきたこと〜」
講師：小倉宏樹氏・小倉のぶ氏（よみたん自然学校）
「拡がる、深まる。自治体による「森と自然を活用した保育・幼児教育」支援
〜「森と自然の育ちと学び自治体ネットワーク」参画自治体の現状と展望〜」
講師：森と自然の育ちと学び自治体ネットワーク
長野県、広島県、鳥取県、東御市立祢津保育園
コーディネート：木俣知大氏（国土緑化推進機構）
「森に行くと本能で助け合った〜つながりからまじわりへ〜」
講師：池田尚氏（諫早市子どもの城 館長）
＜森林総合教育センタープログラム＞
「歩く植物図鑑 ～森のおじさんと感じる気づき～」
講師：川尻秀樹氏（岐阜県立森林文化アカデミー）
「
〈親〉になる」ことを支えるために
～保護者に寄り添う営みを“森”から考える～」
講師：小菅江美氏（森のようちえんてくてく園長）
山口美和氏（上越教育大学大学院）
「森おどれば地球ほほえむ！～レンズごしに見える瞳の奥の輝き～」
講師：佐藤チャル範裕氏（カワキタフィルムワークス）
「トエック流 聴きあう場のつくり方」
講師：伊勢達郎氏（NPO 法人自然スクールトエック代表）
「事故事例から考える、自然保育・園外保育のリスクマネジメント
～事故を未然に防ぐには？適切な応急処置とは？～」
講師：渡辺直史氏（プラムネット(株)アウトドア共育事業部）
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屋内
講義
ＷＳ

屋内
講義

屋内
ＷＳ

屋外
ＷＳ

屋内
講義

屋内
講義

屋内
ＷＳ

屋内
講義

（４）キッズプログラム
ぎふフォーラムでは、
お子様と一緒にご参加いただける分科会も多数ご用意していますが、
お子様連れで参加されている親御さんがフォーラムに落ち着いて参加できるために、また、
参加しているお子様がフォーラム期間中、楽しく過ごせるために、各年齢層とスケジュール
に合わせて①～③の預かりプログラムをご用意しました。
フォーラムに申し込まれたお子様はキッズプログラムにご参加いただけます。
①託児：≪未就園児：満 1 歳～2 歳児対象≫
会場の周辺をお散歩したり、ぎふの木のおもちゃで遊んだり、お子様が安心して過ごせ
るよう保育士及びぎふ木育指導員がお子様をお預かりします。
託児：未就園児（満 1 歳～2 歳児）（定員：20 名）
11 月 2 日（土）

□時 間：12:30～17:40
□場 所：森のコテージ
□利用料：（参加費に含む）

11 月 3 日（日）

□時 間Ａ：8:50～11:10
□時 間Ｂ：12:20～14:40
□時 間Ｃ：14:50～17:10
□場 所：アカデミーセンター第 1 会議室
□利用料：（参加費に含む）
※昼食の時間は親子でお過ごしください。

11 月 4 日（月・祝）

□時 間：9:50～11:45 まで（12:00 までに引き渡し）
□場 所：森のコテージ
□利用料：（参加費に含む）

※11 月 2 日（土）の開会式・基調講演・特別講演は、メイン会場（森の情報センター）の
隣（森の工房）にサテライト会場を設置します。サテライト会場では、会場内スクリーン
に映像、音声の中継を行いますので、お子様と一緒にお楽しみいただけます。
サテライト会場をご希望の方はお申し込みの際、アンケートでサテライト会場をご選択
ください。

9/ 23

②森のあそび場：未就学児対象（3～5 歳児）
森のようちえん実践者や森のようちえん全国ネットワーク連盟の理事と一緒に、森の中を
お散歩したり、ぎふの木のおもちゃで遊んだり、お子様が安心して過ごせるよう“森のよう
ちえん的関わり”でお子様をお預かりします。
「森のあそび場」におけるお子様の預かりは、定員が 15 名となります。フォーラムにお申
込みいただいた後、分科会への申込み状況を考慮し、
「森のあそび場」への参加決定を行いま
すので、予めご了承願います。
なお、親子でご参加いただくことも可能です。
森のあそび場（預かり）：年少(3 歳)～年長(5 歳) （定員：15 名）
11 月 2 日（土）

□時 間：12:30～17:40
□場 所：森のだんごむしフィールドなど
□利用料：（参加費に含む）

11 月 3 日（日）

□時 間Ａ：8:50～11:10
□時 間Ｂ：12:20～14:40
□時 間Ｃ：14:50～17:10
□場 所：森のだんごむしフィールドなど
□利用料：（参加費に含む）
※昼食の時間は親子でお過ごしください。

11 月 4 日（月・祝）

□時 間：9：50～11:45
□場 所：森のだんごむしフィールドなど
□利用料：（参加費に含む）
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③子どもパラダイス広場：小学生対象
子どものあそび場、学び場、出会いの場として、
「子どもパラダイス広場」をご用意し、
お子様をお預かりします。会場及びその周辺の自然の中で、子どもの“やりたい”を見守り
ます。

子どもパラダイス広場（預かり）：小学生対象（定員：30 名）
11 月 2 日（土）

□時 間：12:30～17:40
□場 所：森林文化アカデミー構内及びその周辺
□利用料：（参加費に含む）

11 月 3 日（日）

□時 間Ａ：8:50～11:10
□時 間Ｂ：12:20～14:40
□時 間Ｃ：14:50～17:10
□場 所：森林文化アカデミー構内及びその周辺
□利用料：（参加費に含む）
※昼食の時間は親子でお過ごしください。

11 月 4 日（月・祝）

□時 間：9:50～11:45
□場 所：森林文化アカデミー構内及びその周辺
□利用料：（参加費に含む）
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（５）キッズキャンプ：小学生・中学生対象
＜森のようちえん全国交流フォーラム in ぎふ開催記念＞
★ＮＰＯ法人メタセコイアの森の仲間たちコラボ企画 キッズキャンプ
お子様連れで参加されている親御さんがフォーラムに落ち着いて参加できるために、
また、
子どもたちも自分たちの想いを持って思う存分たのしく活動できるよう、「ＮＰＯ法人メタ
セコイアの森の仲間たち」
（以下「メタ森」と記載）にご協力いただき、本フォーラムのキッ
ズプログラムの一つとしてキッズキャンプを設けました。
昨年の鳥取県で開催されたフォーラムのキャンプで、
「来年も会おう！」と約束した子ども
たちがいたと聞きました。今年のキャンプで再会できたら素敵ですね。子どもたちがたくま
しく成長する場所、過去に出会った子どもたちが再会する場所、これからそう思える仲間た
ちと出会う場所…そんな場所になったら、という想いが込められています。
本キッズキャンプは、子どもの『生み出す心』＋『楽しむ心』＋『分かち合う心』を大切
に、郡上人が中心となって、
『見守り教育』を実践するキャンプです。
当日、初めて出会った子どもたちとスタッフが一緒にプログラムを考えて、みんなでキャ
ンプを創ります。
（例えば…サオを作って魚つり、
ヒミツ基地つくり、
天の夜空の下でキャンプファイヤー！）
集合地から解散まで、経験豊富な「メタ森」のスタッフが子どもたちをサポートします。

清流王国郡上「キッズキャンプ」：小学生～中学生（定員：30 名）
11 月 2 日（土）
～4 日（月・祝）
（2 泊 3 日）

□受
□出
□解
□会

付：森の情報センター 2 日（土）11：15～11:45
発：2 日（土）12：00
散：4 日（月・祝）13：00
場：母袋キャンプ場（郡上市大和町栗巣 1728 番地）
※受付終了後、バスで母袋キャンプ場まで移動します。
□参加費：20,000 円（食事・宿泊費・保険料込）

※「キッズキャンプ」にお申込みいただくには、親御さんのフォーラムへの参加が必須と
なります。
※「キッズキャンプ」のお申し込みは、Ｐ２０の【キッズキャンプ・宿泊のご案内】をご
確認ください。
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（６）フリー分科会
11 月 4 日（月・祝）の 8 時 30 分～9 時 30 分の時間帯に実施者公募・自由参加型のフリー
分科会を設けています。
①フリー分科会の開設希望は、フォーラムの参加申込時に受け付けます。
②フリー分科会開設の可否は、実行委員会が調整・決定し、申込者に連絡します。
③フリー分科会の内容は、参加者に参加決定通知の際、お伝えします。
④フリー分科会への参加については、11 月 3 日(日)に受付を行います。なお、受付の状況
により希望の分科会にご参加できない場合がございますので予めご了承願います。

★たまり場 Ｎa-Ｂａｒ（ナバ～）
ヘンなおじさんナバが、気ままにオープンする焚き火を囲める
みんなの溜まり場。何が起こるかお楽しみ！
横山紀子（うまや七福）や、フィル・キャッシュマン（パーマ
カルチャーAWA）もいるよ（たぶん…）
。みんな遊びにおいで！
2 日（土）～4 日（祝・月）の期間中、朝から晩まで気ままにＯＰＥＮ
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13．参加費・食事・保険
（１）参加費一覧 ※（ ）の金額は食費で参加費に含まれます。
大人

未就園児

8,500 円

8,000 円

6,000 円

(3,000 円)

(2,000 円)

(1,500 円)

( - 円)

14,000 円

7,000 円

6,500 円

5,000 円

(2,500 円)

(1,500 円)

(1,000 円)

( - 円)

12,000 円

6,000 円

6,000 円

4,000 円

(1,500 円)

(1,000 円)

(1,000 円)

( - 円)

9,000 円

4,500 円

4,500 円

3,000 円

(1,000 円)

(500 円)

(500 円)

( - 円)

＋2,500 円

＋1,500 円

＋1,000 円

－ 円

前 半…11/2（土）・11/3（日）
後 半…11/3（土）・11/4（祝）
日帰り…11/3(日)のみ

大交流会参加は上記金額にプラス

年少～年長

16,000 円

全日程…11/2（土）～11/4（祝）
参
加
タ
イ
プ

小学生

① 大人は中学生以上です。年少～年長は３歳～５歳児、未就園児は満１歳～２歳児です。
② 参加費には 2 日（土）の夕食、3 日（日）の昼食、4 日（月・祝）の昼食の費用も含まれ
ます。食事を食べない方も同額となりますのでご了承願います。
会場である森林文化アカデミー構内には、飲食店や自動販売機はございませんので、予め
ご承知おき願います。期間中は会場内にてドリンクコーナーを設置しますが、飲料につい
ては各自でご持参いただくことをおススメします。
③ 3 日（日）の「大交流会」への参加は任意です。大交流会に参加しない場合は、参加費の
みとなります。なお、大交流会に参加されない場合は、夕食は各自で済ませてください。
④ 未就園児の食費・大交流会費は無料です。
⑤ 参加費一覧には宿泊費は含まれておりませんのでご注意ください。

（２）食事等について
① 食事はキッチンカー等による出店方式を予定しています。
② 朝食の準備はしておりません。各自、宿泊施設等で済ませてご参加ください。
③ 配膳時にアレルギー表示を行いますが、特別食の準備はできません。
④ 大交流会における乾杯用ドリンクは大交流会費に含まれます。２杯目からは、各自でご購
入いただきます。
（ソフトドリンクはフリードリンクとなります。
）
なお、未成年者、自動車や自転車を運転される方へのアルコール類の提供・販売は行いま
せん。

（３）傷害保険の補償内容について（全ての対象者）
死亡・後遺障害

650 万円

入院

3,000 円／日

通院

2,000 円／日

※保険料は参加費に含まれます。
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14.参加申込
参加申込は、森のようちえん全国ネットワーク連盟のＨＰにある「森のようちえん全国交流
フォーラム」のページからお申し込みください。
※ただし、フォーラム会場と宿泊施設が分かれていることから、フォーラムへの参加、宿泊、
キッズキャンプへの参加について、それぞれに申込方法が異なりますので、お申し込みの
際はご注意ください。

＜参加申込される方々へ････周辺環境・場内環境について＞
ぎふフォーラムでは、事務局がすべてのことをお膳立てするのではなく、参加
者がその場で体験し考え知恵を出し合い、出会う仲間とともに創ることを大切に
して、フォーラムを実施したいと考えています！
従って、さまざまな点でご不便が生ずることをご理解ください。
たとえば…
・会場と宿泊施設は分かれており、徒歩での移動は困難です。
・会場の森林文化アカデミー内には飲食店や自動販売機はありません。
・最寄りのコンビニまでは徒歩で１０分ほどかかります。
・買い物が可能な美濃市市街地までは、徒歩で３０分ほどかかります。
・会場内では、場所によっては携帯電話の電波の入りにくい場合もあります。
この適度に不便な自然環境の中で、
「森のようちえん」の“根っこ”と、
“今”
を感じられる時間をみなさんと共有できることを、楽しみにしています。ご理解
とご協力をお願いいたします。

＜フォーラムへの参加申込＞
（１）申込方法 森のようちえん全国ネットワーク連盟のＨＰにある「森のようちえん全国
交流フォーラム」のページからお申し込みください。
「お申込みボタン」を選
ぶと外部サイト（こくちーずプロ）へ移動します。手順に沿ってお申し込み
ください。
（２）募集期間 全日程参加（ネットワーク会員） 2019 年 7 月 13 日（土）～9 月 7 日(土)
全日程参加（一般）
2019 年 7 月 20 日（土）～9 月 7 日(土)
前半日程・後半日程・日帰り参加 2019 年 7 月 27 日（土）～9 月 7 日(土)
※定員になり次第，締め切ります。
（お子様も同様）
（３）参加決定 ①先着順とします（参加決定通知及び二次案内を送付します）
。
②「分科会」は事務局で調整・決定します。
（４）その他

①ネットワーク会員による先行申込について
・１団体３人までお申し込み可能です。
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・４人以上は一般からのお申し込みとなります。
・複数名での申込みの場合も、お一人ずつお申し込みください。
・ネットワーク会員による先行申込にも定員があります。定員になり次第、
申込を締め切ります。その場合は、一般からのお申し込みとなります。
②同伴されるお子様の申込について
・お子様は保護者の方と同時に申し込みいただけます。ただし、中学生以
上は大人扱いとなり、お一人ずつお申し込みが必要となります。
・各年齢層（小学生、年少～年長、未就園児）ごとにチケットを必要枚数
お申し込みいただき、アンケートページで申込者以外のお名前・性別・
年齢区分（小学生/年少～年長/未就園児）を記入してください。
（必須）
・1 歳未満のお子さんの申込みは必要ありませんが、同伴される方は、参
加申込みの際、その旨をアンケートページで記載願います。
（必須）
・参加決定通知のないお子様は参加できません。
③申込みの修正・変更・追加について
・お申し込み後に人数や内容の修正・変更・追加はできません。お申し込
みのキャンセル手続きを行ってから、再度お申し込みください。
・タイミングによっては、キャンセル後に満席となる場合がございますの
で、予めご了承願います。
（５）参加費の支払いについて
参加申込み完了後７日以内に下記口座にお振込みください。振込手数料は各自負担です。
振込が確認でき次第、参加受付（決定）となります。なお、振込期限を過ぎると申込みが
取り消されますので、ご注意ください。
参加費の振込みの際は、フォーラムへのお申し込みの際にメールで届く「申込番号」とお
名前を必ず記入してください。
※キッズキャンプ及び宿泊とは振込み先が異なります。振込の際は、お間違えのない
ようご注意ください。
＜参加費振込先＞
振込口座 ゆうちょ銀行
記号 １２４６０
番号 ３０９７２５７１
森のようちえん全国交流フォーラム in ぎふ実行委員会
（モリノヨウチエンゼンコクコウリュウフォーラムインギフジッコウイインカイ）
※他金融機関からの振込口座として利用する場合
店名 二四八（読み ニヨンハチ）
店番 ２４８
預金種目 普通預金
口座番号 ３０９７２５７
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（７）キャンセルについて
フォーラムへの参加をキャンセルされる場合は、実行委員会事務局まで「キャンセルさ
れる方の全員のお名前・宿泊の有無・キッズキャンプ参加の有無」を必ずご連絡くださ
い。
（メールアドレス：forum2019@morinoyouchien.org）
その場合、キャンセルに関する規定に基づき、キャンセル料が発生します。
参加費をお支払い後にキャンセルのご連絡を頂いた場合には、振込手数料を差し引いい
た額を返金します。
●キャンセル料 （フォーラム開催日から起算されます）
２１日前

２０〜

７日〜

まで

８日前

２日前

無料

前日

参加費の

参加費の

参加費の

２０%

３０%

５０%

当日又は無連絡不参加
参加費の１００%

（８）二次募集について
募集期間の終了後、キャンセルにより定員に空きが生じた時は、二次募集を行う場合が
ございます。二次募集に関する情報は、森のようちえん全国ネットワーク連盟のＨＰにあ
る「森のようちえん全国交流フォーラム」のページにて掲載しますので、ご確認ください。
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15．交通アクセスについて
▼車でお越しになる場合
東海北陸自動車道・美濃 IC より約 10 分です。美濃 IC を出た後、国道 156 号を北上し
てください。
「曽代」交差点で右折、トンネルを出てすぐ左折すると表示があります。
〈参考〉ナビ設定：美濃市曽代８８と入力
▼シャトルバスの運行
宿泊を申し込まれた方は、下記のシャトルバスをご利用いただくことができます。
①ＪＲ岐阜駅西側じゅうろくプラザ前 ⇔ 森林文化アカデミー（無料）
乗車・降車場所：JR 岐阜駅西側じゅうろくプラザ前
※JR 岐阜駅中央改札口を出て、エスカレータ－で１階へ。
1 階中央北口を出て西へ徒歩 5 分。
乗車・降車場所等の詳細は、参加決定通知の際、お伝えします。
時刻（予定）
ＪＲ岐阜駅 → アカデミー
2 日（土）

アカデミー → ＪＲ岐阜駅

10:45 発

3 日（日）
4 日（月・祝）

13:45 発

②森林文化アカデミー ⇔ 宿泊施設（無料）
美濃市又は関市の指定の宿泊施設をご利用される方を対象に、森林文化アカデミーまで
シャトルバスを運行します。
乗車・降車場所等の詳細は、参加決定通知の際、お伝えします。
時刻（予定）
宿泊施設 → アカデミー
2 日（土）

アカデミー → 宿泊施設
①19:00 ／ ②20:30 ／ ③22:00

3 日（日）

8:00 発

①17:45 ／ ②20:30 ／ ③22:00

4 日（月・祝）

①7:45 発 ／ ②9:00 発

▼その他、森林文化アカデミーへ直接お越しになる場合は、下記のサイトからアクセス情報
をご確認ください。https://www.forest.ac.jp/about/access/
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16．個人情報等について
（１）個人情報
申し込み時に取得した個人情報は，本フォーラムに関わることにのみ使用し、それ以外
の第三者への公開及び譲渡は一切しません。
（２）カメラ・ビデオ撮影
① フォーラムにおける写真やビデオの撮影は可としますが、基調講演・特別講演、各種
分科会での撮影及び音声の録音は禁止します。ただし、講師が撮影等を許可される場合
はこの限りではありません。
② フォーラムにおける特定の個人への撮影は、本人の了解を得てください。
③ 自分以外の者が写った写真を、SNS に掲載する際は、その者の了解を得てください。
個人による SNS への掲載については、実行委員会は一切の責任を負いません。
④ 実行委員会の指定する第三者が本フォーラムの運営及びプロモーション、記録、報告
書作成のために写真撮影・動画撮影し、掲載することがありますので、あらかじめご了
承願います。
⑤ 新聞やテレビ等の報道機関や雑誌等の取材が入る可能性があります。撮影されたくな
い方は、取材者に直接その旨を伝えてください。
（３）写真・動画の公開について
フォーラム開催中に撮影しました写真、動画などにつきましては、実行委員会側でＨＰ
やパンフレット、twitter、facebook 等の SNS などの広報活動、その他森のようちえんの
普及・推進のために使用する事があります。あらかじめご了承願います。ただし、氏名・
住所は掲載・公開いたしません。写真、動画などの使用に際し不都合のある方は、あらか
じめ実行委員会事務局までご連絡ください。

＜問合せ先＞
＜フォーラムへの参加に関すること＞
森のようちえん全国交流フォーラム in ぎふ実行委員会事務局
担当：小野（NPO 法人グリーンウッドワーク協会）
メールアドレス：forum2019@morinoyouchien.org
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第 15 回 森のようちえん全国交流フォーラム in ぎふ
【キッズキャンプ・宿泊のご案内】

＜旅行企画・実施・宿泊取扱い＞
（有）ＫＵトラベルＢＯＸ（愛知県知事登録 3 種 第 1119 号）全国旅行業協会加盟
〒451-0044 名古屋市西区菊井 1 丁目 12 番 18 号 カステロアッソ 803 号
Tel：052-228-9428 ／ Fax：052-228-9468

＜キッズキャンプ申込について＞
（１）申込方法 森のようちえん全国ネットワーク連盟のＨＰにある「森のようちえん全国
交流フォーラム」のページからお申し込みください。
「キッズキャンプ参加申
込み」ボタンを選ぶと外部サイトへ移動します。手順に沿ってお申し込みく
ださい。
（２）申込期間 全日程参加（ネットワーク会員） 2019 年 7 月 13 日（土）～9 月 7 日(土)
全日程参加（一般）

2019 年 7 月 20 日（土）～9 月 7 日(土)

※定員になり次第，締め切ります。
（３）参加決定 ①先着順とします（９月以降、参加決定通知を送付します）
。
（４）参加費

20,000 円／人（食事・宿泊費・保険料込）

（５）その他

①森のようちえん全国交流フォーラムに参加されない方のお子様は申し込
みできません。
②参加対象は小学生～中学生です。未就学児は参加できません。
③最低催行人数（２２名）に達しない場合は中止となる場合がございますの
で、予めご了承願います。
④キッズキャンプに参加されるお子様のフォーラム参加費は不要です。
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＜宿泊申込について＞
（１）申込方法 宿泊は、フォーラムへのお申し込みの際、表示されるアンケートからお申し
込みいただけます。
（２）申込期間 全日程参加（ネットワーク会員） 2019 年 7 月 13 日（土）～9 月 7 日(土)
全日程参加（一般）
2019 年 7 月 20 日（土）～9 月 7 日(土)
前半日程・後半日程

2019 年 7 月 27 日（土）～9 月 7 日(土)

※満室になり次第、締め切ります。
（お子様も同様）
（３）宿の決定 ①宿泊は全日程参加者を優先し先着順
②事務局にて宿割り・部屋割りを行い、フォーラムの二次案内に合せて通知
します。
（４）その他

①宿泊先は美濃市又は関市内での分宿となります。基本的には男女別相部屋
となります。
②前半日程、後半日程に参加される方で宿泊を希望される場合、宿に空きが
ある場合に限り、宿泊のお申し込みが可能です。
③会場と宿泊施設の間は距離があり、徒歩での移動が困難なため、事務局が
用意する無料シャトルバスをご利用いただけます。シャトルバスの利用を
希望される方は、参加申込みの際、併せてお申し込みください。
なお、運行の詳細は、
「交通アクセス」をご覧ください。

（５）宿泊費
宿 泊 費
大人のみ
お子様連れ

2 泊朝食付き（税込）

1 泊朝食付き（税込）

17,000 円／人

8.800 円／人

大人

13,000 円／人

6,800 円／人

小学生

11,000 円／人

5,800 円／人

※幼児（6 歳未満）の添い寝は無料です。ただし、布団を追加される場合は、
1 泊あたり 4,000 円／人（朝食付き）が必要となります。
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＜支払いについて＞
申込み完了後７日以内に下記口座にお振込みください。振込手数料は各自負担です。
振込が確認でき次第、参加受付（決定）となります。なお、振込期限を過ぎると申込みが
取り消されますので、ご注意ください。
振込みの際は、フォーラムへのお申し込みの際にメールで届く「申込番号」とお名前を必
ず記入してください。
※フォーラム参加費とは振込み先が異なります。振込の際は、お間違えのないようご注
意ください。

＜振込先＞
口座名義人： ユ）ケーユートラベルボックス
お振込み銀行名： 三菱UFJ銀行
支店名： 大津町支店（オオツマチ）
口座番号： 普通口座４９８４０７１

＜キャンセルについて＞
・キッズキャンプへの参加をキャンセルされる場合は、NPO 法人メタセコイアの森の仲間
たちまで必ずご連絡ください。
（メールアドレス：staff@metamori.org）
・宿泊をキャンセルされる場合は、㈲ＫＵトラベルＢＯＸまで必ずご連絡ください。
（メールアドレス：ku@box.email.ne.jp）
・キャンセルについては下記の規定に基づき、キャンセル料が発生します。
なお、お支払い後にキャンセルのご連絡を頂いた場合には、振込手数料を差し引いい
た
額を返金します。
●キャンセル料 （フォーラム開催日から起算されます）
２１日前

２０〜

７日〜

まで

８日前

２日前

無料

前日

宿泊費の

宿泊費の

宿泊費の

２０%

３０%

５０%

当日又は無連絡不参加
宿泊費の１００%

＜個人情報等について＞
申し込み時に取得した個人情報は，本フォーラムに関わることにのみ使用し、それ以外
の第三者への公開及び譲渡は一切しません。
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＜問合せ先＞
＜キッズキャンプの内容に関すること＞
NPO 法人メタセコイアの森の仲間たち
担当：永吉
メールアドレス：staff@metamori.org
＜申込・宿泊に関すること＞
（有）ＫＵトラベルＢＯＸ
担当：上村
メールアドレス：ku@box.email.ne.jp

<令和元年 6 月 21 日>
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