学生ノートック

『オバケ探偵倶楽部～ノートックンとはんぶんこのアイス～』
詳細資料
【目的】
今の時代には機会があまりない、自然と触れ合える環境の中で、普段味わうことのできないわくわくするような体験
を初めて出会う仲間と一緒に体験することにより、仲間への思いやりの心を育みます。
その中で子どもたちが“今”必要としているものを私達なりに本キャンプを通して伝えていきます。
【日程】
2022 年 8 月 21 日(日)～23 日(火)
【対象】
小学 3 年生～小学 6 年生（定員 36 名）
【活動場所】
国立能登青少年交流の家
住所 〒925-8530
石川県羽昨市柴垣町 14-5-6

【受付・解散場所】
受付：国立能登青少年交流の家
解散：国立能登青少年交流の家

【受付時間・解散時間】
受付：8 月 21 日（日） 9：30
解散：8 月 23 日（火） 16：00
受付は保護者同伴で行うため、必ず保護者と参加されるお子様でいらっしゃってください。
つきまして、友達や知り合いと、保護者の同伴なしでの車を乗り合わせてのご参加はご遠慮ください。
【参加費】
1 人 22,000 円
※参加費内訳（施設使用料・食費・損害保険料・広報費・消耗品費・その他運営に必要な経費など）
【募集締め切り】
7 月 22 日（金）消印有効
※定員を超えた場合は募集締め切り次第、第三者の立会いの下で抽選を行い決定させていただきます。
【主催】
学生団体 学生ノートック
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【後援】
金沢市教育委員会、白山市教育委員会、野々市市教育委員会、小松市教育委員会、能美市教育委員会

＜学生ノートックとは＞
石川県内の大学生が集まり、子どもを対象とした自然体験活動を行っている非営利団体です。子ども達に、自然
と触れ合える環境の中で、普段味わうことのできないわくわくするような体験を通して、仲間を思いやる心を育んで欲
しいと考え、様々な事業を行っています。私達はその事業１つ１つに真剣に向き合い、子どもたちと一緒に学び、成
長していきたいと考えております。
私達のイベントでは、すべての事業におきまして、イベントの運営だけではなく、それらのイベントの企画内容、タ
イムスケジュール、施設の場所などイベントの裏方の仕事まで、すべてを大学生が主体で行っております。時に
は、現地で企画を実際に行い、反省などを全員で共有し、練に練った内容を子どもたちと体験していただいておりま
す。
また、いしかわ自然学校の職員をはじめ、自然体験活動経験のあるたくさんの方々にご指導、ご協力をいただき
ながら行っております。
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学生ノートック これまでの実績

平成 19 年 5 月 18 日 「学生ノートック」設立

平成 30 年 3 月 27 日～31 日 「～秘密の○○を発見せよ～ ノートックンと忍者屋敷」金沢市、白山市、野々市市、能美市、小松市
の小学生 51 人を募集し、大杉みどりの里で 3 泊 4 日の宿泊体験を行いました。金沢市教育委員会、能美市教育委員会、白山市教育委員会、
野々市市教育委員会、小松市教育委員会の後援をいただきました。

平成 30 年 8 月 22 日～25 日 「～これはあの話～ ノートックンと絵本の世界」金沢市、白山市、野々市市、能美市、小松市の小学生
64 人を募集し、白山青年の家で 3 泊 4 日の宿泊体験を行いました。金沢市教育委員会、能美市教育委員会、白山市教育委員会、野々市市教育
委員会、小松市教育委員会の後援をいただきました。

平成 31 年 3 月 27 日～31 日 「新しい自分を発見！ ノートックンとわくわくお仕事体験」金沢市、白山市、野々市市、能美市、小
松市の小学生 64 人を募集し、国立能登青少年交流の家で 4 泊 5 日の宿泊体験を行いました。金沢市教育委員会、能美市教育委員会、白山市教
育委員会、野々市市教育委員会、小松市教育委員会の後援をいただきました。

令和元年 8 月 18 日～22 日 「勇者ノートックンとハッピッピアイランド大冒険」金沢市、白山市、野々市市、能美市、小松市の小学
生 64 人を募集し、国立能登青少年交流の家で 4 泊 5 日の宿泊体験を行いました。金沢市教育委員会、能美市教育委員会、白山市教育委員会、
野々市市教育委員会、小松市教育委員会の後援をいただきました。

令和元年 11 月 17 日「おっとっと秘密の樽が ノートックンとわんぱく山賊危機一髪」
金沢市、白山市、野々市市、能美市の小学生 64 人を募集し、白山吉野オートキャンプ場で 1 日体験を行いました

令和 2 年 11 月 14 日「オーストラリアのクリスマスって夏にやるんやで！ノートックンと冬のクリスマスパーティー」
令和 2 年 11 月 15 日 「うっっきっき～の～き～勝ち残れ ノートックンとバナナサバイバル」
金沢市、白山市、野々市市、能美市の小中学生 24 人ずつを募集し、松任海浜公園で半日体験を行いました。

令和 3 年 3 月 13 日、29 日 「ポパイなスパイ!？ノートックンと幻の 15 ピース」
令和 3 年 3 月 14 日、30 日 「夢はみんなのプロテイン！ノートックンとムキムキ大冒険」
金沢市、白山市、野々市市、能美市、小松市、七尾市の小学生 24 人ずつを募集し、国立能登青少年の家で半日体験を行いました。

令和 3 年 6 月 26 日 「世界に花を咲かせよう！！春の遊び祭り！！」
金沢市、白山市、野々市市、能美市、小松市の小学生 36 人を募集し、はだし広場で半日体験を行いました。

令和 3 年 11 月 20 日 「咲かせろ！満開の笑顔で口角大気圏突入中！ノートックンとガリガリキンキン大冒険」
令和 3 年 11 月 21 日 「不思議な大冒険～ノートックンとおかしな工場見学～」
令和 3 年 11 月 23 日 「シュワシュワサイダー～ノートックンと三原色の矢～」
金沢市、白山市、野々市市、能美市、小松市の小学生 32 人ずつを募集し、大杉みどりの里で１日体験を行いました。

令和 4 年 6 月 5 日 「ジュラ紀にタイムスリップ！～ノートックンとはぐれ恐竜～」
金沢市、白山市、野々市市、小松市、七尾市の小中学生 25 人を募集し、奥卯辰山健民公園で１日体験を行いました。

他、多数のイベントを開催
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＜活動について＞
1 日目
みんな～ここ最近たくさんの人とお泊まりできてないよね！知らない人とお泊まりは怖いと思うけど 1 日目でみんな
の友情を深めていこうやー！そうしたらキャンプがもっと楽しくなるし、今まで知ることの出来なかった新しい一面を
発見できるかもよ～！みんな楽しみにしててな！
2 日目
アレレ？画力が試される時がきた！みんなで画伯になって芸術作品を作り出そう！夏休み一番の思い出になるよう
に、夏の暑さより熱くなってみんなで燃え上がろぉぉぉぉぉ！！
3 日目
ある日、お化け探偵のもとに事件が舞い込んだ。捜査の依頼をした生徒会長によれば、最近学校ではおかしなこと
がよく起こるらしい…。人体模型の臓器がなくなった！？花子さんがトイレから出てこない！？いったいこの学校は
どうなっているんだ？さて、今回も華麗に解決…になるのか?

＜お申し込みの流れ＞
1． 申し込みフォームにて必要事項を入力し、申込書をご請求ください。その後、申込書をお送りいたします。
※申込書請求をされた場合は、2 日以内に確認のメールをいたします。

2． 申込書をもれなく記入し、下記のあて先までお送りください。1 週間以内に内容確認のメールをいたします。
〒924-0051 石川県白山市福留町 199－15

学生ノートック 資料請求担当 木村 そら乃

3． 7 月 28 日(火)に抽選結果をメールでお知らせいたします。その後、7 月 28 日(木)～8 月 4 日(木)の間に以下ま
で参加費 22,000 円をご入金ください。入金が確認され次第、メールにてご連絡をさせていただきます。確認に多
少の時間がかかります。2 日以内にメールがなければ、お手数ですが、お電話かメールにて再度ご確認くださ
い。
北國銀行 大桑橋支店 普通預金 口座番号 「308574」 口座名義 「ガクセイノートック」

4． 8 月上旬頃に郵便にて最終の資料を送らせていただきます。

５．キャンセル料については以下の表の通りにさせていただきます。

1 週間前（8 月 14 日）まで

無料

0円

3 日前（8 月 18 日）まで

50％

11,000 円

それ以降

100％

22,000 円
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＜受付時＞
今回の受け付けは保護者同伴で行います。受付時に行うことにいたしましては、以下のことを予定しております。内
容が変更になることがございますが、ご了承ください。


お子さまと保護者の方の検温



お子さまの平熱と当日の体調チェック



写真利用や個人情報についての承諾書へのご記入



新型コロナウイルス感染リスクに関する同意書への承諾



2 週間前からの健康チェック表、保険証の回収



忘れ物チェック

＜イベントでのルール＞
・自然やものを大切にする
・約束を守る
・みんなの安全はキミが守る
この決まりをしっかり守れる人、そして自分のことを自分でしっかりできる人が
このイベントに参加できる条件だよ！

＜持ってくるもの＞
活動しやすい服装、長袖・長ズボン（野外炊飯などに必要）、汚れても良い服（上下）、下着、帽子、運動靴、軍手、
保険証(コピー)、水筒、タオル、洗面用具、お風呂セット、雨具（カッパ）、筆記用具、マスク、内履き、がんばろうとい
う気持ち、元気！
※2 日目に絵具を使用する企画を行うため、汚れても良い服と、予備のマスクの持参をお願いします
※ゲーム、お菓子、お金を持ってこない。
詳しい持ち物は、8 月に郵送する最終資料に記載いたします。

＜個人情報の取り扱いについて＞
参加者から取得した氏名、住所、年齢等の個人情報は厳重に管理・保管し、 参加者の同意を得た者以外の第三
者への提供、開示等は一切いたしません。
活動中に撮影した写真は、ホームページなどの資料に使用する場合がありますので、予めご了承ください。もし、
写真などの利用について問題がある場合は、申し込み時にその旨をご連絡ください。
また、当日、写真利用や個人情報についての承諾書へのご記入をお願いします。
今後、送っていただいた連絡先に企画のご案内をさせていただく場合がございます。
不要な場合は、お手数ですがメールにてご連絡ください。
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＜安全について＞
安全については万全を期しますが、野外で実施する活動のため、虫刺されや小さな切り傷などを負う場合があり
ます。この点につきましては、予めご理解ください。
軽傷については施設内にて手当ていたします。また重症、その他の場合は施設から近い病院に早急に向かいま
す。
活動中の事故に備えて、ノートックスタッフ全員が「普通救命講習」を受講しています。
万が一に備えて主催者側で以下の保険に加入します。有事の際は、主催者側の過失の有無に関わらず、その保
険の範囲内によって補償あるいはお見舞いいたします。
イベントでは 6 人前後の異なる年齢のグループを作り、主な活動はグループごとに行います。グループには、子
ども対象のボランティア経験がある大学生 1 人または 2 人が「リーダー」として付き、一緒に楽しみながら、良き相
談相手として子ども達の心身ともの安全に努めます。
ボランティア行事用保険 社会福祉法人 全国福祉協議会
損害補償 最高限度額 400 万円 入院１日 3,500 円 通院１日 2,200 円

＜近くの病院＞
公立羽咋病院
〒925-8502
石川県羽咋市的場町松崎 24

＜アレルギーなど身体健康面について＞
アトピーやぜんそくなどの持病に関しては、常備薬や注意点、緊急時の対処法などを詳しく伺い、対応策を準備い
たします。上記のような身体健康面の事項については、必ず申込書にその旨を詳しくお書きください。
今回のキャンプの食事は施設のものとなります。食べ物のアレルギーがありましたら必ず申込書にその旨を詳し
くお書きください。

＜参加について＞
今回、コロナウイルス感染予防対策として、参加者を限定させていただきます。
つきましては、以下の項目に当てはまる方は参加をご遠慮ください。


身近にコロナウイルス感染者がいる場合、濃厚接触者がいる場合



参加日から 2 週間前の間に海外に行っている場合



イベント当日、体温が平熱より 1℃以上の場合



新型コロナウイルス感染リスクに関する同意書へ承諾いただけない場合



2 週間前健康チェック表を持参いただけない場合

以上の項目に当てはまる方はご参加をご遠慮ください。
また、当日、上記の項目に当てはまる場合は、ご参加いただくことができませんので、ご考慮ください。
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＜感染予防対策について＞
イベントを開催するにあたって、以下の通り、感染予防対策を行います。


参加者・スタッフのマスク着用の徹底



イベント参加時の検温



参加者、保護者の方に発熱がある場合は参加をお断りさせていただきます。



参加者・スタッフの氏名・住所・連絡先の把握



参加受付時及び、企画参加時の手指のアルコール消毒の実施



手洗い・うがい・手指のアルコール消毒の実施



スタッフの 2 週間の体調管理調査



スタッフの 2 週間の移動履歴調査



換気を常時行う



自身の鼻や目、口を触らないように呼びかける



咳、くしゃみをする際に、人がいる方向を向かないように指導



参加者・スタッフの間隔をあけ、接触の少ない企画にする



1 部屋に入る人数の制限



身近にコロナウイルス感染者がいる方、濃厚接触者がいる方の参加の禁止



参加日から 2 週間前の間に海外に行っている場合の参加の禁止




新型コロナウイルス感染リスクに関する同意書への承諾

※イベント参加中に発熱した場合は帰宅していただきます。
以上のように感染予防対策を行います。
ご家庭でも感染予防対策をしていただければ幸いです。

＜代表あいさつ＞
こんにちは！！学生ノートック代表の中村です！
今、コロナウイルス感染症のため外でおもいきり遊ぶことができず、家の中で、1 人でゲームをする生活が
続いていることだと思われます。私たちは、そんな子どもたちに、外でおもいきり遊べるようなきっかけをつ
くりたいと考えています。今回は楽しいキャンプ！！新しい友達と普段遊べない大学生との交流で、自分
の世界を広げられる、そんな場所を用意して待っています。3 年ぶりのキャンプです！！何か月も前から、
試行錯誤を繰り返し、いつも以上に、練りに練られた企画となっています。さらに、コロナウイルス対策も、
日々の検温、行動の見直しなど、各自が対策をし、イベントへ準備をしております。練りに練ったイベント
へ、ぜひ、ご参加いただけたらと思います。
スタッフ一同、みなさまのご参加を、心より、お待ちしております。
学生ノートック代表 中村旭登
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＜いしかわ自然学校の方々の声＞
保護者の皆さまへ、
もし子ども達にちょっとした冒険と兄貴姉貴と団体活動を経験させたいのならば学生ノートックの活
動はとってもお勧めです。 どこの団体もまねが出来ない点がたくさんあるのです。 参加者３６名に
対してスタッフ３０名以上、通常の１０倍は準備に時間をかけていて、プログラムは練りに練ったもの
になっています。メンバーは未熟ながらも他団体のキャンプにスタッフ参加したり、各種指導者講習
会にも参加したりして勉強しています この活動に参加することは、本当にお徳だと思いますよ＾＾ノー
トックの活動にオブザーバーとして参加しております唯一の社会人の「む～さん」です（＾o＾）//
（自然学校インストラクター、ＣＯＮＥコーディネーター） む～さん

＜よくある質問＞
安全面は大丈夫？
活動場所はスタッフが事前に綿密に下見を行い、安全確認を行っております。また、活動中も万が一の怪
我、病気に備えてメンバー全員が「普通救急講習」を受講しておりますので、ご安心下さい。
活動グループってどうやって決めるの？
あらかじめ、年齢や性別などで決めておきます。なるべく新しい友達が出来るように考慮いたします。1 グ
ループ 6 人前後の男女混合グループでリーダー（スタッフ）が 2 名程度つきます。
初めて親元を離れるのだけど大丈夫？
初めて一人で参加するお子様はたくさんいます。お子さんの「行きたい！がんばれる！」という気持ちがあ
れば大丈夫です。初めは緊張すると思いますが、活動の中で子ども達同士あっという間に仲良くなりま
す。また、スタッフがサポートにあたりますので、ご心配いりません。
兄弟・お友達と同じグループになれるの？
他の小学校の子と仲良くなってもらいたいので、なるべく知らない子同士でグループを作ろうと考えており
ます。グループ内に仲間はずれが出来ないよう調整いたします。
子どもに持病（アレルギーや喘息など）があるのですが。
お申込用紙に詳しくご記入お願いします。それを参考に後日お電話にて対処法などを詳しく伺い、対応策
を準備いたします。
スタッフが学生って大丈夫？
スタッフは全員、この活動にとても真剣な気持ちで取り組んでおります。お子様の命をお預かりするという
自覚を充分に持ち、常に危険を意識し行動するように心がけております。全員が他団体での子ども向けイ
ベントに参加し、十分に経験があります。活動は主に学生スタッフのみで行っておりますが、いしかわ自然
学校の職員の方をはじめ、自然体験活動経験のあるたくさんの方々にご指導、ご協力をいただきながら行
っております。
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学生ノートック
もし事故があったらどうなるの？
不測の事態が起こらないように、充分に安全管理や危険意識をもって十分に安全管理いたします。しか
し、万が一の場合には精一杯の対応をさせていただきます。応急手当を行った後、保護者の方と連絡を取
りつつ、必要に応じて医療機関に搬送いたします。また、損害保険に加入しておりますので、その範囲内
で保障いたします。

＜ノートックン達の紹介＞
ノートックン達はみんないたずら好き！今度のキャンプではどんないたずらをするのかな!?
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学生ノートック
＜スタッフ紹介＞
1人1言
ジェラードン：代表
みんなワクワク足りてなくない？ノートックでワクワクを充電しちゃおう！
オムライス：副代表
夏だ！キャンプだ！ノートックだ！
チャーリー：副代表
みんないっしょならおばけなんかこわくない！
もじゃびー：会計
夏か～～、、、はじける以外にやることある？？？
しゃもじ
みんな楽しみだね！まってるよ！
でんぷん
久しぶりのキャンプに是非来てね！
よる
楽しい遊びを考えてまってるよ～！
ガリ
おっはよ！ガリだよ！やっぱりごはんは笑顔だねぇー。みんな集まれ！いただきます！！
めかぶ
いい体験ができるよ！ぜひきてね！
ポンチョ
はじめまして！ポンチョだよ～すてきな夏にしましょうね！
ねぎしお
最後まで思いっきり楽しもう！
シュリンプ
僕は初めてのキャンプ！！みんなと楽しみたいな！
あじたま
楽しもう！
もずく
夏キャン最高にもりあげよう！！
ワドルディ
うぉーーー！！！！？
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学生ノートック
ゴーダ
これは、楽しい予感!!!!
ステテコ
夏キャンプで狙う Champ
ぴの
煌々と輝く伝説キャラクターあきのりとガリを探せ！
もなか
みんな元気～！？元気モリモリたくさん体を動かそう！
わたがし
なつだなつだなつだなつだー！最高のなつにしよう！
シメさば
今度こそ！！お泊りすっぞ！！！みんなまっててね～！
ムロ
激アツで楽しいキャンプにしよう！♡
えんがわ
暑さに負けない最高の笑顔で楽しもう！
くろみつ
好きなアイスはシンカンセンスゴイカタイアイス
あきのり
みんな～楽しんでね～
ノア
子どもとキャンプ楽しむぞ！！
チャン
アッツアツの夏にしよう！
れんこん
夏の暑さにも負けない最高の 3 日間をすごすぞー！
ラム
楽しもう
ぱりんこ
元気いっぱい夏を楽しんでいこう！！！
アキレス
このキャンプを最高の思い出にしよう！！
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学生ノートック
つぶがい
たくさん笑ってたくさん汗かいて最高の思い出をつくろうね！
てどり
やっほ！てどりだよ〜〜会えるのめちゃめちゃ楽しみ！待ってるよーーー
コロン
なつやすみの思い出はキャンプで決まりだね ^_^！
しらす
人の夢は終わらねー！
ペンペン
遊びつくそう！
とって
みんなで暑い夏を最高の思い出にしよう！
ネオン
みんなで最高のキャンプにしようね！
ジョンソン
暑い夏のこのキャンプを熱い気持ちで楽しもう！
コロネ
アイスがとけちゃうくらいアツいキャンプにしよう！
マルコ
夏キャンプ楽しんで来年もカムバック！
ふゆ
数学の途中式の推理だけはできるよ!
みくる
人生は一生勉強
わさび
みんなに会えるのが楽しみです！いっぱい遊ぼうね！
いなり
一緒に仲良く楽しもう！
パイソン
一期一会
ポトフ
暑さ吹き飛ぶキャンプにしよう！
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学生ノートック
セツコ
セツコにみんなの好きなアイスを教えてー！
ゆず
やっほー！みんなで一緒に楽しい夏にしよう！！
モロトン
おいす！おいす！おいす！！！！
みずまる
楽しむしかないっしょ！
エアドロップ
みんな盛り上がって楽しもう！
ダブルコーテーション
おっはー ダブルコーテーションだよー！キャンプ一緒に楽しもー！
みんなの隊リーダーになるお兄さん、お姉さんはどんなひとかな？詳しくは HP でチェックできるよ！！

学生ノートック HP

https://www.no-tokku.org/
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学生ノートック
ご不明な点がございましたら、お気軽に下記の連絡先までご連絡ください。
また、こちらでできる限りの努力をいたしますが、対応が遅れる場合がございますので、何卒ご理解のほどよろしく
お願いいたします。

学生ノートック
Tel：
070-5063-1114
Tel：
080-6325-3966
Tel：
080-4224-4690
Mail：
HP：

広報担当：木村そら乃(きむらそらの)
代表：中村旭登（なかむらあきと）
副代表：近藤蒼弥(こんどうそうや)

gakusei@no-tokku.org
https:// notokku.wixsite.com/notokku
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