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日本臨床心理カウンセリング協会主催

第９回ダイアログキャンプ
～自然の中での対話と焚き火～

参加のご案内

子供達は思いのままに

大人は体験カウンセリングを

好きなように過ごして いっぱい笑って

楽しい体験を共にしましょう
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■名 称 ダイアログキャンプ～自然の中での対話と焚き火～

■ホームページ http://www.dialoguecamp.com

■内 容

○実際に心理カウンセリングを体験して頂く事が出来ます。

○非日常の自然の中で、参加者の意思で自由に過ごして頂けます。

○参加者同士のつながりを実感できる場として夜には焚き火を囲んで、

色々なお話が出来る時間と空間を作ります。

■日 程 2016 年 10 月 22 日(土）～2016 年 10 月 23 日（日）

■場 所 静岡県立朝霧野外活動センター

〒418-0101 静岡県富士宮市根原 1 番地

Tel：0554-52-0321 Fax：0544-52-0320

http://homepage.mac.com/camp_asagiri/

■対象： 児童又は生徒 小学校 1 年生～高校 3 年生とその保護者

（※不登校児童又は生徒のいる家族の参加も可能です。）

ファイヤーセラピーを体験したい方

（※お一人での参加も可能です。）

職場の人間関係、転職、結婚、子育て、友達との関係についてなど、皆さん色々な想いを、他の

参加者の方や心理カウンセラーと話をされていらっしゃいます。

■定員： 10 家族または 30 名

■引率： 運営スタッフ 10 名、（心理カウンセラー4 名）

■個人参加者費用：

初めて参加の方： 大人 1 名（保護者）10,000 円（税込）/ 児童・生徒 1 名 5,000 円（税込）

２回目参加の方： 大人 1 名（保護者）8,000 円（税込）/ 児童・生徒 1 名 4,000 円（税込）

３回目以降の方： 大人 1 名（保護者）7,000 円（税込）/ 児童・生徒 1 名 3,500 円（税込）

■グループ参加者費用（初回・リピーターに関わらず）：

２人同時申込：大人 1 名 9,000 円（税込）児童・生徒 1 名 4,500 円（税込）

３人～５人同時申込：大人 1 名 8,000 円（税込）児童・生徒 1 名 4,000 円（税込）

６人以上同時申込：大人 1 名 7,000 円（税込）児童・生徒 1 名 3,500 円（税込）

• ※大人１名・児童２名で参加申込などの場合、３人同時申込の料金（例：大人 1 名 8,000

円+児童 2 名 8,000 円＝16,000 円）が適用されますが、リピーターの方が同一グループにいらっ

しゃる場合で、個人参加割引で計算したほうが安い場合は、そちらの金額を参加費として計算さ

せて頂きます。（例：大人 1 名 7,000 円（3 回目）+児童 2 名 8,000 円＝15,000 円）

• ※期間中の食費（昼・夜・朝）、宿泊費、保険料、その他経費一切を含みます。

• ※通常料金 8000 円のファイヤーセラピーも体験出来ます。

• ※集散場所までの交通費は含まれておりません。

■医療機関： 富士宮市救急医療センター

〒418-0005 静岡県富士宮市宮原 12-1 電話 0544-24-9999

■主催： 特定非営利活動法人 日本臨床心理カウンセリング協会

〒125-0062 東京都葛飾区青戸 5-2-9 青戸ハイツ 203 号室
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集散

＜集合 1：電車を利用する場合＞

集合時間 2016 年 10 月 22 日（土）お昼 12：00

JR 身延線・富士宮駅

※JR 身延線富士宮駅まではスタッフが車で迎えに行きます

＜集合 2：自家用車の場合＞

集合時間 2016 年 10 月 22 日（土）12：30

集合場所 現地キャンプ場Ａサイト

＜解 散＞ 2016 年 10 月 23 日（日）12：00 現地解散

■お申込方法

○電子メールにてお申込下さい

電子メールの件名（タイトル）に「ダイアログキャンプ参加希望」と明記し、下記の必要事項を

記入の上、下記アドレスまで送信してください。

締切：10 月 14 日（金）18:00〆切

電子メールアドレス：info@j-acc.org

※電子メールによる申込ミスを回避するため、電子メールでお申込頂いた場合は、当会より参加

申込確認の電子メールを送付します。電子メールで参加申し込み後 1 週間を経過しても、

リプライがない場合は、当会インフォメーションセンター（03-5647-7337）まで電話でご照会く

ださい。

【参加お申込時に必要な情報】

参加者全員の

１．氏名

２．フリガナ

３．年齢

４．性別

５．学年

６．郵便番号

７．住所

８．電話番号

９．保護者のみ携帯電話番号（当日の連絡用）

当会インフォメーションセンター TEL:03-5647-7337

※ご連絡は平日の 9:00 から 18:00 までとなっております。

■担当者 園田 真司（ソノダ シンジ）

E-mail:info@j-acc.org
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＜昨年の様子＞

― １日目 ―

１２：３０ 現地集合（オリエンテーション＆昼食）

オリエンテーションは自己紹介から始め、その後に場所を移動して昼食を取りながら交流をしま

した。参加者同士が話をしながら一緒に昼食を取ることで、早くうちとけました。昨年の昼食は

「富士宮焼きそば」でした！
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１３：３０ アクティビティ（１） 焚火前での対話や自然散策など、参加者の心のままに活動

していただきました

芝生広場でのんびりする参加者！ 焚き火を見ながら「スモア」を食べる参加者も！

１８：３０ 夕食 ＢＢＱインストラクターによる特性ＢＢＱや、キッチンスタッフによる食事。

ダイアログ特製 BBQ 昨年のメニューです！
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2 種類のカレーとナン！そして、薪で炊いたご飯。

デザートは、フルーツをホットケーキミックスにくぐらせて炭火で焼いて食べました！
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１９：３０ 自由時間

デザートを食べながら対話（ダイアログ）する参加者と、 ファイヤーセラピー体験をする参加者

がいました！

２３：００ 就寝

今年も参加者の皆さんは、焚火の周りで野宿をしました。今年は人工衛星の軌道もはっきり見え

たようです！
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― ２日目 ―

０８：００ 起床

朝食

紙袋にオリーブオイルをたらして、

ベーコンと生卵を入れます。

朝食メニューです！

お好みの焼き加減で完成です。

ベーコンエッグと野菜を、好きなだけ挟んで・・・オリジナルオープンサンドの朝食です！
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キャベツのドボンスープと一緒に！

９：００ アクティビティ（２） 解散までの最後の時間も心のままに活動していただきました。

昨年の富士山はまだ雪はなく

大沢崩れの砂煙が見えました！

１２：００ 解散 事故や怪我人もなく、無事に全てのプログラムを終了し、解散いたしました。
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＜＜ご参考・注意事項・その他＞＞

○お申込の際の注意事項

※参加者には定員を設けるため、応募が殺到した場合、抽選により参加者を決定する場合もあり

ます。

※上記抽選の結果は、決定次第当会より電話にてご連絡差し上げます。

※万が一、当キャンプへの参加をお取りやめになる場合は、お早めにご連絡ください。

■安全管理

○アレルギーをお持ちのお子様の場合は、事前のお申し出に基づいて、食材やメニューを個別に

対応させて頂きます。

○万一の場合に備え、参加者全員に対して傷害保険の加入をいたします。

○本キャンプにおいて、事故等が発生した場合、当会及びその構成員は一切の責任を負いかねま

すことを、ご了承ください。


