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事業概要 
 

 

事業名  春のホリデースクール 2023 

日 時  2023年 3月 29日(水)～3月 31日(金)（2泊 3日） 

集合：3月 29日(水)08:50 

解散：3月 31日(金)18:10 

会 場  国立江田島青少年交流の家 

（集合・解散場所：広島港宇品旅客ターミナル） 

主 催  一般社団法人 広島国際青少年協会 

 

 

今後の予定について 
 ・春のホリデースクール 2023 思い出会 

日時：2023年 4 月 15日（土）14:00～15:30 

場所：広仁会館（広島大学霞キャンパス内） 

※詳しくは HPをご覧ください。 

 

 

 

春のホリデースクール 2023 開催にあたって 
 

 

「遊び」は、子どもにとって学ぶことそのものです。遊びという行為を通して子どもは、自分が興味

を持ったこと、やりたいと思ったことにとことん取り組み、挑戦し、創意工夫をし、失敗を乗り越えて

成長していきます。新しいものに出会う喜び、何かに夢中になる楽しさ、仲間とともに壁を乗り越えた

ときの達成感……。春のホリデースクール 2023を通してそんな体験が子どもたちにあることを願ってい

ます。 

 
春のホリデースクール 2023は、子どもたちに、日常生活とは異なる環境の中でこれまで経験したこと

のない刺激的な経験をし、楽しみながら学べる場を提供し、児童・青少年の育成に貢献することを目的

としています。 
 

少年は、誰でも心の中に面白くて刺激のある遊びを求めている。 

もしも、誰かが「ためになる面白くて刺激のあるもの」でその心を満たしてやらないと、 

彼らは「ためにならない面白くて刺激のあるもの」で満たそうとするものである。 
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集合と解散について 

 
 

日時：3月 29日（水） 08:50集合（受付開始 08:20） 

3月 31日（金） 18:10解散 

※広島港宇品旅客ターミナルから国立江田島青少年交流の家までは船・バスで移動するため、

1日目は 08:50までに必ず集合するようにお願いします。 

 

 

場所：広島港宇品旅客ターミナル  

 

 

アクセス： 

■公共交通機関をご利用の方（JR広島駅から） 

◯バスをご利用の方 

・広島バス 21-1/21-2 宇品線 

「広島港」で下車 

・広島バスみなと新線（広島港桟橋行） 

「広島港桟橋」で下車 

・中国 JRバス ひろしまめいぷる～ぷ ブルールート（広島港アクセスバス） 

「広島港（東ターミナル）」で下車 

 

◯路面電車をご利用の方 

・5番線（比治山下経由） 

「広島港」で下車 

 

  

■お車をご利用の方 

広島港の駐車場をご利用ください。 

・広島みなと公園駐車場（290台） 

・広島港桟橋駐車場（110 台） 

〈料金〉 

最初の 1時間までは無料 

1 時間を超えてからは 100円/30分（24時間までの上限は 1,000円） 

 

（広島市 HPより抜粋） 
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参加準備について 
 

 

・以下の一覧を参考に、当日の朝のフォーム回答と持ち物の準備をしてください。 

・持ち物は、保護者だけが準備するのではなく、本人も一緒に確認しながら準備してください。自分の

ことを自分でやるように習慣づけることは大切なことですし、本人が荷造りしないと、自分のものとわ

からなかったり、持ち帰るのを忘れたりしてしまいます。また、持ち物には自分の名前を書くようにし

てください。 

・せっかくみんなと一緒に共同生活するのですから、携帯ゲーム機やおもちゃ、カードゲーム等の日常

の遊びを持ってくるのはやめましょう。 

・行き帰りの連絡等のために携帯電話を持ってくるのは構いませんが、ホームシックにかかるのを避け

るため、スクール期間中のお子さんへの連絡はできるだけ避けるようにしてください。また、プログラ

ム中は電源を切るようにお願いしています。 

・必ず健康保険証を持たせてください。原本を持参させたくない場合コピーも可ですが、後日に原本の

提示や返金処理などが生じる可能性があります。 

 

〈当日の朝のフォーム回答〉 

 □ 健康チェックシート 

  春のホリデースクール 2023_健康チェックシート (google.com) 

当日の朝は、↑こちらのリンク先のフォームからご回答ください。 

  ※フォーム回答ができない、または忘れた場合は当日の受付の際に回答していただきます。ご了承

ください。 

 

〈持ち物〉  

□ 不織布マスク（2泊分） 

□ 動きやすい服装（野外炊飯を行うため、汚れてもいい服を着て参加してください） 

□ 運動靴（動きやすくて汚れてもいいもの） 

□ 運動靴を入れる袋 

□ 水筒（ひも付きのもの） 

□ 筆記用具 

□ 雨具 

□ ハンカチ 

□ タオル（バスタオル、お風呂で体を洗う用、洗顔用、活動用など必要な枚数） 

□ 着がえ・下着（2泊分） 

□ パジャマ 

□ 汚れものを入れるビニール袋 

□ 洗面用具（歯ブラシ・歯みがき粉など） 

□ お風呂セット（シャンプー・コンディショナー・ボディーソープは用意してあります。施設のブレ

ーカーが落ちてしまうため、私物のドライヤーは持ってこないでください） 

□ 荷物を入れるバッグ（坂道を移動する際に危険なので、キャリーバッグは持ってこないでください） 

 

特に以下のものは、荷物のどこに入れたかを、お子さん自身が把握するようにしてください。 

  □ 上履き 

□ 健康保険証（コピーの場合、後日に原本の提示や返金処理などが生じる可能性があります） 

□ 常備薬（船・バスでの移動があるため、必要な人は酔い止めを持ってくるようにしてください） 

 

※お食事は提供しますので、準備の必要はございません。 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfojO96IUjFHbkzN6eWh46H5EMRys4uD0kHJXaoXsI1afGNMQ/viewform
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忘れ物について 
 

 

名前の書かれていない忘れ物については、一定期間（10日程度）保管した後に、処分させていただき

ます。皆さんの大切な持ち物ですので、しっかりと名前を書いておいてください。 

 

 

 

健康安全管理について 
 

＜事前の健康観察と体調不良について＞ 

・春のホリデースクール 2023を思い切り楽しむには健康であることが前提となります。 

事前の家庭での健康管理をよろしくお願いします。特に、風邪症状などの体調異常がありましたら、参

加の可否について当会まで電話相談ください。当日も、医療スタッフの判断で帰宅指示をする場合があ

ります。 

・出発する直前に発熱やせき、腹痛、下痢などがある場合は、参加を中止してください。 

当日に治ったようでも、気分による一時的なものであることが多いですので、参加をお控えください。 

・参加直前の 1週間は、可能な限り自宅で毎日検温し発熱がないことを確認してください。 

 

＜持病やアレルギーについて＞ 

・持病などの不安は事前にご相談いただくか、健康チェックシートのフォームにご回答してください。 

・常用の薬がある人は、必ずそれを持ってきて忘れずに服用するよう、子どもに言い聞かせてください。 

・食物アレルギーについては事前に聞いた情報をリーダーに共有しています。また、お子様にも間違っ

て食べないようにご指導をお願い致します。 

 

＜体調不良やケガをしたときの判断について＞ 

・当日は、医療スタッフが同行します。 

・軽微な体調不良については特にご報告しない場合があります。（転倒したがケガしてない、など） 

・保護者に体調不良の相談の電話をする場合があります。電話対応ができる状態にしておいてください。 

・アレルギーの有無を確認した上で、常備薬（解熱鎮痛薬や湿布など）を使用する可能性があります。 

・大きなケガなど緊急性が高い場合、現場での判断を保護者連絡より優先することがあります。 

（救急車での搬送やけがの処置など） 

・万が一の事故やけがに備え、保険に加入しております。詳しくは以下の「保険について」をご参照く

ださい。 

（保険料は参加費に含みます） 
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保険について 

 

 
春のホリデースクール 2023 では、期間中の安全に万全を期していますが、万一の怪我等のため、以

下の保険に加入しています。 

 

 
スポーツ安全保険 

スポーツ安全保険は、加入手続きを行った社会教育関係団体の構成員を被保険者（補償対象者）と

し、公益財団法人スポーツ安全協会がとりまとめ機関・契約者となり、東京海上日動火災保険（株）を

幹事会社とする損害保険会社（8 社）との間に、傷害保険（突然死葬祭費用保険特約付）と賠償責任

保険を一括契約する補償制度です。 

 

 

補償の範囲 

・傷害保険 

被保険者が日本国内での団体の活動中および往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害 

（熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒を含む。）による死亡、後遺障害、入院、手術、通院につい

て補償されます。 

・賠償責任保険 

被保険者が日本国内で行う団体の活動中および往復中に、またはそれらを行うために被保険者が所有・

使用・管理する動産に起因して、他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりすることによって、法律

上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。 

 

 

保険期間 

2023年 3月 29日（水）～3月 31日（金） 

 

 

補償額 

 

傷害保険 賠償責任保険 

死亡 後遺障害 入院 

（1日につき） 

通院 

（1 日につき） 

対人・対物賠償 

3,000万円 最高 4,500万円 4,000円 1,500円 支払限度額 

合算 1 事故 5 億円 

ただし対人賠償は 1 人 1 億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportsanzen.org/link/link.html#kyoudou
http://www.sportsanzen.org/hoken/syougai.html
http://www.sportsanzen.org/hoken/sousaihiyo.html
http://www.sportsanzen.org/hoken/baiseki.html
http://www.sportsanzen.org/hoken/baiseki.html
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欠席・中止について 
 

 

やむを得ない事情で参加を取り消される場合は、直ちに事務局にご連絡ください。本会の規定により、

次に定める金額を返金致します。 

プログラム開始日の 

（1）14日以上前は参加費の 90％ 

（2）13日前～7日前は参加費の 80％ 

（3）6日前～前日は参加費の 60％ 

（4）当日又は無連絡不参加は返金できません。 

また自然災害等の主催側の事情により、やむを得ずイベントを中止する場合があります。その際は、

必要経費（保険料等）を差し引いた金額を払い戻しいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪天候時の対応について 
 

 

事業運営にあたり、台風等の悪天候による環境の悪化や交通機関の混乱等によって参加者や関係者の

安全確保が困難であると判断した場合に、事業の中止または変更(以下事業中止等)を行う可能性があり

ます。 

 

1.事業中止等の告知方法とタイミング 

悪天候時の対応については、前日 18 時までに本会ホームページを用いて行います。 

次項に掲げる事業中止等の判断基準に該当する場合や当日の安全な事業運営が疑われる場合には、必ず

上記時間にホームページにアクセスし、事業の中止・変更の有無を確認した上でお越しくださいますよ

うお願い申し上げます。 

※電話・メールでの連絡はいたしませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

2.事業中止等の判断基準とガイドライン 

事業中止等の判断は、以下のガイドラインに基づいて行います。本ガイドラインはあくまで基本

方針を示したものであり、実際の運用は状況によって異なりうるものであることをご理解くださ

い。 

 

＜基本方針＞ 

・事業中止等の可能性がある場合は、前日 18時までに、以下の判断基準に基づいて、対応方法や

最終的な結論を何日何時に発表するのかを、本会ホームページにて予告します。 

事業の中止や変更などがある場合は、 

前日 18 時まで に ホームページを用いて告知します。 

リンク：広島国際青少年協会(hiroshimayouth.org)  

https://hiroshimayouth.org/
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・事業中止等の判断は、事業の開催地（以下現地）を対象とする「特別警報」「大雨警報」「洪水

警報」「暴風警報」「土砂災害警戒情報」などの気象警報の発表状況に基づいて、総合的に行い

ます。 

 

＜台風等が接近中の場合＞ 

・集合時刻の 3時間前の時点でいずれの警報も発表されておらず、集合時刻にも警報発表の見込み

が低い場合、基本的には予定通りの集合時刻とします。 

・集合時刻の 3時間前の時点でいずれかの警報が発表されており、かつ事業期間中の安全確保が困

難であると判断される場合には、事業の全部を中止とします。 

・集合時刻の 3時間前の時点でいずれかの警報が発表されているが、事業期間中に解除されること

が予想され、安全確保に問題がないと判断される場合には、事業の一部を中止または変更し、集

合時刻を遅らせる場合があります。 

 

＜台風等が通過中の場合＞ 

・前日 18時の時点ですでに警報が解除されていた場合、基本的には予定通りの集合時刻としま

す。 

・前日 18時の時点では警報が発表されているが、集合時刻の 3時間前の時点で警報が解除される

見込みが高い場合も、基本的には予定通りの集合時刻とします。ただし、現地への移動等が困難

である場合は、事業の一部が中止または変更となる場合があります。 

・集合時刻の 3時間前の時点もいずれかの警報が発表中であり、かつ事業期間中の安全確保が困難

であると判断される場合には、事業の全部を中止とします。 

・集合時刻の 3時間前の時点でいずれかの警報が発表されているが、事業期間中に解除されること

が予想され、安全確保に問題がないと判断される場合には、事業の一部を中止または変更し、集

合時刻を遅らせる場合があります。 

 

＜事業期間中に悪天候となった場合＞ 

・事業開始後に警報が発表された場合は、現地の避難方法に基づいて行動し、安全の確保に努めま

す。諸状況を判断して、プログラムを中断・中止せざるをえない場合には、改めて対応方法をご

連絡いたします。 

 

＜悪天候以外の災害等が発生した場合＞ 

・事業開始の前日 18時までに事業運営に支障をきたす災害等が発生した場合は、前日 18時までに

事業中止等の有無を本会ホームページにて告知します。また、集合時刻の 3 時間前までに災害等

が発生した場合は、集合時刻の 3時間前までに事業中止等の有無を本会ホームページにて告知し

ます。 

・事業開始後に災害等が発生した場合は、現地の避難方法に基づいて行動し、安全の確保に努めま

す。諸状況を判断して、プログラムを中断・中止せざるをえない場合には、改めて対応方法をご

連絡いたします。 

 

 

 

当日の緊急連絡先について 
 

 

イベント当日の緊急連絡の際は、事務局（080-3875-0013）までお願いいたします。 
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新型コロナウイルス感染防止対策のお知らせとお願い 
 

 

 

 

  基本方針 
本イベントは、広島県の「広島県におけるイベントの開催条件について」や広島市の「広島市主催の

イベント等の開催に関する基本方針」などを参考に、医師監修の元に以下の感染対策をおこないます。   

スタッフだけでなく、参加されるみなさま一人ひとりの感染対策の徹底が、学びのために不可欠で

す。 

以下の項目へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

◾当日の感染予防対策 

□体調確認と参加者の制限（検温や体調確認結果で参加をお断りする場合があります） 

□不織布マスク着用   （写真撮影時など一部のタイミングを除きマスクの着用を徹底します） 

 ※布マスクなどは感染防止効果が弱いため、必ず不織布マスクを持参・使用してください。 

□大声の抑制      （常識の範囲内で大声を制限する場合があります） 

□手指消毒       （消毒用アルコールの設置やスタッフの携帯） 

□黙食の徹底      （マスクを外しての会話は控える） 

 

 

 

□参加当日の朝は、「健康チェックシート」のフォーム（本書 3ページ）への回答をお願いします。 

 また、参加前の 1週間は可能な限り毎日の検温をお願いします。 

 

□参加当日は不織布マスクの着用をお願いします。 

 

□発熱・体調不良等の症状がある方は来場をご遠慮下さい。  

※当日の検温結果等で参加をお断りする場合があります。 

※不参加時の返金対応は本書 5ページをご参照ください。 

 

□本イベントで新型コロナウイルス感染者発生の疑いが 

生じた場合、保健所等の公的機関へ氏名・連絡先等の 

個人情報を提供する場合があります。 

 

□感染拡大の状況により､イベントを中止する場合があ 

ります。悪天候時の対応（本書 6ページ）と同様に、 

本会ホームページで告知します。ご確認の上ご来場下さい。  

「春のホリデースクール 2023」参加にあたっての 

新型コロナウイルス感染防止対策のお知らせとお願い 

◾参加者のみなさま・保護者のみなさまへのお願い 
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広島国際青少年協会の組織体制 
 

 

◯広島国際青少年協会 役員 
 

代表理事  森信 秀樹 （森信建設株式会社 代表取締役社長） 

副代表理事  徳原 光治 （廿日市市 市議会議員） 

専務理事  篠原 隼 （広島大学病院 リハビリテーション科 医師） 

理事  金澤 節子 （有限会社共栄商事 代表取締役） 

理事  木村 充 （立教大学経営学部 リーダーシップ研究所） 

理事  久保 行夫 （元ひろでん中国新聞旅行株式会社 社長） 

理事  白井 佳誉子 （NEC ソリューションイノベータ株式会社） 

理事  菅梅 弘順 （真言宗篠尾山正覺院 住職） 

監事  犬飼 俊哉 （弁護士） 

監事  山田 紳太郎 （公認会計士） 

顧問  井内 康輝 （広島大学名誉教授/広島市教育委員会委員） 

事務局  篠原 一代 （広島国際青少年協会職員） 

事務局  上原 拓真 （広島国際青少年協会職員） 

 

 

 

◯少年事業委員会 指導者 

 

委員長  篠原 隼 （広島大学病院 リハビリテーション科 医師） 

副委員長  上原 拓真 （広島国際青少年協会職員） 

副委員長  木村 充 （立教大学経営学部 リーダーシップ研究所） 

委員  大原 有希絵 （広島市健康福祉局） 

委員  川野 日菜子 （東広島市小学校教諭） 

委員  佐藤 望乃子 （広島県教育委員会） 

委員  髙橋 浩輝 （株式会社 LoLグループ 取締役） 

委員  高見 優男 （メリィホスピタル 医師） 

委員  野口 雅貴 （崇徳高等学校） 

委員  宮崎 佳奈 （広島市立小学校教諭） 
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◯少年事業委員会 学生スタッフ 

 

片山 崚河 広島大学大学院人間社会科学研究科教職開発専攻教育実践開発コース 1年 

井上 華 広島女学院大学人間生活学部児童教育学科 4年 

小林 榛菜 広島大学医学部医学科 4年 

石村 青陽 広島大学工学部第一類 3年 

古賀 翔太 広島大学医学部医学科 3年 

髙田 紗希 広島女学院大学人文学部 3年 

中尾 岳 広島大学情報科学部情報科学科データサイエンスコース 3年 

藤井 麻央 広島大学教育学部第一類初等教育教員養成コース 3年 

舟木 七海 広島大学医学部保健学科看護学専攻 3年 

有熊 円香 広島大学教育学部国語文化系コース 2年 

稲葉 啓斗 広島大学総合科学部総合科学科 2年 

梅嶋 悠太 広島大学法学部法学科昼間コース 2年 

木下 あんず 広島大学総合科学部総合科学科 2年 

古謝 海愛 広島大学医学部保健学科看護学専攻 2年 

高山 尚也 広島大学工学部第一類 2年 

栂井 日南子 広島大学教育学部第一類初等教育教員養成コース 2年 

中舛 貴洋 広島大学法学部法学科昼間コース 2年 

中村 拓未 広島大学理学部数学科 2年 

小川 結衣 広島大学医学部保健学科看護学専攻 1年 

寺脇 拓人 広島大学理学部数学科 1年 

德留 海太 広島大学経済学部昼間コース 1年 

細迫 愛 広島大学総合科学部総合科学科 1年 

村山 豊香 広島大学医学部医学科 1年 

森 洸陽 広島大学医学部医学科 1年 

盛川 彩桜 広島大学医学部保健学科看護学専攻 1年 

山本 麟太郎 広島大学教育学部第一類特別支援教育教員養成コース 1年 

  



 

 

当日の様子をお届けします！ 

 
当日撮影した写真や動画を公式 SNS にてリアルタイムでお届けします！ 

ぜひフォローしてみてください！ 
 

 

<Instagram> 

 

 

 

 

 

 
 

リンク：https://www.instagram.com/iyahshonen 

 

 

 
<Facebook> 

 

 

 

 

 

 

 
リンク：https://www.facebook.com/hiroshimayouth 

 

  

https://www.instagram.com/iyahshonen
https://www.facebook.com/hiroshimayouth


 

 

 

 

 

一般社団法人 広島国際青少年協会 
International Youth Association Hiroshima 

 

〒730-0013 広島市中区八丁堀 6-4 スカイパークビル 6F 

Tel: 082-222-1588 / Fax: 082-222-1587 

HP: https://hiroshimayouth.org 

 

当日の緊急連絡先 

事務局（080-3875-0013） 

 


