
北武蔵縦走！チャレンジキャンプ 

参加の手引き【２０２２年度 北武蔵縦走！チャレンジキャンプ】 

 
 

 

【挨拶】 
埼玉県立神川げんきプラザ主催事業「北武蔵縦走！チャレンジキャンプ」のご案内になります。 

以下、内容をお読みいただきご準備ください。 

１. 今後のお手続き ※本イベントは、事前申込いただき当選された方、対象のイベントです。 

①「参加申込書」を１月２７日（金）までに提出 
・提出方法は、メールまたは FAX、郵送にてご送付ください。 

※メールで提出される方は、件名に「北武蔵縦走！チャレンジキャンプ」とご記入ください。 

※必ず写真を添付してください。ＦＡＸの方は当日原本をお持ちください。 
 

②「体温チェック表の記入」、「参加同意書」、「お薬表」のご用意 
・「体温チェック表」 イベント当日から起算して 2 週間前からの検温をお願いします。 

・「お薬表（該当者のみ）」に必要事項を記入し、当日ご提出ください。 

・当日、健康状態を含め、スタッフに伝えることがあればお伝えください。 
 

③参加費（9,500 円）のご用意 
（なるべく釣銭のないように、ご用意ください。） 

※参加費に含まれるもの  → 食事代、活動費、保険料などを含みます 

※参加費に含まれないもの → 自宅から集合解散場所までの交通費、その他個人的にかかる費用 
 

④持ち物のご準備 
  ・「５．持ち物」参照。 

 

２. 集合・受付・解散 

【集合】３月４日（土）１０：００ （受付９：４５）神川げんきプラザ 本館 
〒367-0234 埼玉県児玉郡神川町池田756 TEL：0495-77-3442（遅れる際はご連絡ください） 

 

【受付】参加費の支払い、「参加同意書」、「体温チェック表」「お薬表（必要な方のみ）」の提出 
     

【解散】３月５日（日）１６：００ 寄居町役場 駐車場 
    〒369-1203 埼玉県大里郡寄居町大字寄居 1180-1 

    電話番号 090-5578-6770（神川げんきプラザ 担当職員直通）※当日のみ有効 

   ※解散後、保護者へ個別に活動報告いたします。 

 

３. コンセプト・スケジュール 
「冒険が、自分を成長させる」 
 寄居町にある鐘撞堂山（330ｍ）から美里町にある陣見山（531ｍ）を縦走します。 

 縦走とは、尾根伝いに山を歩き、いくつもの山頂を目指していく登山スタイルのことを言います。 

 今回歩くコースは、低山ながらもアップダウンが激しく、チャレンジしがいのある縦走路です。 
日程 午前 午後 夜 

３月４日（土） 

はじめの会 

荷物のパッキング 

八高線丹荘駅まで徒歩移動 

寄居駅へ電車移動 

昼食 

かわせみ河原キャンプ場へ 

徒歩移動 

テント設営、夕食作り 

翌日に向けてミーティング 

就寝 

３月５日（日） 

起床、朝食作り 

テント撤収、登山の準備 

登山口へ出発、縦走開始 

昼食、下山 

秩父線樋口駅まで徒歩移動 

寄居駅へ電車移動 

おわりの会 

 

※天候や活動場所の状況により、プログラムを変更することがあります。あらかじめご了承ください。 

北武蔵縦走！チャレンジキャンプ 



 

４. 生活案内  
○宿泊 かわせみ河原キャンプ場 〒369-1217 埼玉県大里郡寄居町保田原 321先 

・テント泊になります（男女別）。寝袋で就寝します。 

・入浴はしません。 

・備え付けのタオル・歯ブラシ等はありません。 

 

○食事 

・アレルギー等、食物制限のある方は、参加申込書にて事前にご連絡ください。 

・初日の昼食は含まれておりません。お弁当をご用意ください。 

 

５．持ち物★印のものは当日受付時にお渡しください。 

自分の持ち物を自分で把握できるよう、本人が荷物の準備をしてください。  

※ 持ち物には、必ず名前をお書きください。  

※ 貴重品（携帯電話、ゲーム機等）やカードゲームやトランプなどの遊び道具、お菓子等の持ち込みはお控え

ください。 

※ 新型コロナウイルス感染予防対策のため、マスクの着用は必須となります。 

 持ち物 数量 備  考 

 ★参加申込書 １部 FAX でご提出の方は原本をお持ちください（メール、郵送の方は不要です）。 

 ★参加同意書 
（体調チェック表含む） 

１部 必要事項の記入と、署名のうえ、当日お持ちください。 

 

★お薬表 １部 該当者の方のみ記入し、当日スタッフにお渡しください。  

常備薬 必要分 

必要な方はご用意ください。  

薬の管理は各自での管理となります。 

※服用時はスタッフと一緒に行います。  

マスク 適宜 
新型コロナ感染予防対策のため、活動中も着用をお願いします。 

予備のマスクもご用意ください。  

ジッパー付き袋 １袋 マスクを外した際の、保管用袋として使用します。※名前の記入をお願いします。  

バックパック 

（２５L 以下） 
１つ 

登山で使う荷物をいれます。 

お弁当、飲み物、防寒着、レインウェア、軍手、ヘッドランプ、レジャーシート、

ハンカチ・ティッシュなどが入る大きさのものをご用意ください。 

体にフィットするようなものがおすすめです。  

サブバック １つ 
登山で使わない荷物をいれます。 

着替え、食器などが入るものをご用意ください。  

お弁当（初日昼食分） １つ 
腐りにくいものをご用意ください。おにぎり、パンなどがおすすめです。 

捨てられる容器でお持ちください。 

 飲み物（初日分） １L 程度 

水、麦茶、スポーツドリンクなどをご用意ください。 

感染症対策として給茶は中止しています。多めにご用意ください。 

縦走を行なう 2 日目の飲み物は提供します。 

 帽子 １つ 日差しを避けるために必ずご用意ください。ニット帽でも可。  

レインウェア １着 天候が悪い場合に使います。上下セパレートタイプのものが望ましいです。  

防寒着 必要分 

フリースやダウン、ウィンドシェル、手袋、ネックウォーマ―等、気温に合わせて

脱ぎ着しやすいものをご用意ください。 

就寝時用に厚手の靴下があると快適です。  

着替え 適宜 

シャツ・長袖・長ズボン・靴下・下着などを１日分ご用意下さい。縦走時

には、化学繊維やウール素材の乾きやすいものがおすすめです。短パンに

タイツを組み合わせるコーディネートも可。  

軍手 １組 
テント設営、食事作り、登山など様々な場面で使用します。 

丈夫で熱に強い綿製や革製の物がおすすめです。  

ヘッドランプ １つ 手持ちのライトでもかまいません。予備の電池もお持ちください。  

マイ食器・コップ １セット 箸、皿、お椀、スプーン、コップなど、割れにくい素材のものをご用意ください。  

歯磨きセット １つ 歯ブラシ・歯磨き粉をご用意ください。  

タオル 1 枚以上 雨で濡れた時や汗をかいた時に使用します。  

レジャーシート １つ 
山で食事をとる時に使用します。お尻が隠れる程の小さめのものでかまいません。 

ビニール袋で代用も可。 



 

ハンカチ・ティッシュ 2 日分 出しやすいところに入れてください。 

 ビニール袋 3 枚ほど 汚れ物や濡れ物を入れます。 

 腕時計 

※あれば 
１つ 縦走中は時間管理が大切です。お持ちの方は持参することをおすすめします。 

 筆記用具 適宜 普段使用しているものをお持ちください。 

 小銭 

もしくは 

交通系 IC カード 

適宜 

電車に乗る時に必要になります。 

【行き】小学生：160 円 中学生以上：330 円 JR 八高線 丹荘駅～寄居駅 

【帰り】小学生：200 円 中学生以上：390 円 秩父線 樋口駅～寄居駅 

 その他 適宜 日焼け止め、ホッカイロ等 

 

 

６．服装について 
★アウトドアでの活動になります。楽しいことばかりではなく、危険なこと（転倒によるケガなど）もあります。 

 できるだけ安全に活動するためにも以下の点にご注意ください。 

★寒さに対応できるように温かい服をご用意ください。寒いとプログラムを楽しむことができない上、病気やけ 

 がの原因になります。 

★気温に応じて脱ぎ着が容易にできる服をご用意ください。縦走中、厚着をしてしまうと汗を多くかいてしまい 

体が冷える場合があります。また、休憩時は体温を逃がさないように上着を着る等対処が必要です。 

○頭 部…頭の怪我の防止や防寒のため、帽子を必ずご用意ください。 

○上半身…シャツ、フリ―スやダウン、ウィンドシェル、雨天時はレインジャケットを着用します。 

○下半身…長ズボン、もしくはアンダータイツ+短パン、雨天時はレインパンツを着用します。 

     ※綿製品は汗をかくと乾きにくいので、体調を崩す恐れがあります。化学繊維（ポリエステル等）や 

ウール素材の服をご用意ください。 

○ 靴 …履きなれた運動靴（ソールに溝がある物）。足に合わない靴ですとマメができる恐れがあります。 

     ※雨天時も歩きます。撥水スプレーをかけておくと濡れをある程度防ぐことができます。 

○靴 下…靴に合う厚みがあるもの。 

○その他…手袋、ネックウォーマー等 

 

 

７．保険について 
イベント中に事故が発生した場合に備えて、傷害保険を掛けております。ご自身で別途保険に加入いただいて

も構いませんが、その場合も参加費は同じになります。 

 

８．キャンセル 
お申し込み後にキャンセルされる場合、下記のとおりキャンセル料をいただきます。（電話受付時間：9:00～17:00） 

キャンセル 
2/２8（火） 

4 日前 
3/1（水） 

3 日前 
3/２（木） 

2 日前 

3/3（金） 
前日 3/4（土） 

当日 
17 時まで 17 時以降 

料金 0 円 3,800 円 9,500 円 

  40％ 100％ 

※振込み手数料は、ご負担ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9．オンラインアルバムについて 
埼玉県立神川げんきプラザでは、キャンプにご参加いただきました方に、GMO ペパボ株式会社が提供する

写真共有・保存サービス「30days  AlbumTM」というオンラインアルバムを利用して、活動の写真を閲覧・

提供を実施しております。参加するにあたり、オンラインアルバムの運用・利用方法に関して、内容をご確認

の上、参加同意していただきますようお願い申し上げます。 

 

 
1. 神川げんきプラザでの主催事業の写真をオンラインアルバム「30days  AlbumTM」に掲載いたします。 

このサービスは GMO ペパボ株式会社が提供する写真共有・保存サービスであり、利用にあたっては GMO ペパ

ボ株式会社の定める「30days  AlbumTM利用規約」が適用されることをご承認いただきます。 

2. 「30days  AlbumTM」オンラインアルバムは、URL とパスワードをお持ちの方のみ写真が閲覧できる写真

閲覧サービスです。そのため、『URL』および『合言葉』を他者に教えること、ダウンロードした写真をブロ

グや SNS（フェイスブックやウェブサイト）等、不特定多数の目に触れるような場において公開、使用する

ことは禁止いたします。 

3. 写真は、キャンプ終了後 7 日以内に掲載し、30 日間のみ閲覧可能です。 

4. オンラインアルバムの写真に関しては、保護者様から削除依頼があった場合は、速やかに削除いたしますが、

その他の写真に関する個別対応は致しかねます。 

5. 写真の著作権は神川フィールドパートナーズに帰属するものとし、著作権法等の法令に抵触するなど悪質な行

為があった場合には、著作権者より法的措置を講じられる場合があります。 

 

また、活動写真を当グループ・埼玉県・当施設のパンフレットやホームページなどで使用させていただく場合

があります。これらの写真は、催事企画の広報活動・報告書以外の用途に使用することは一切ございませんので、

予めご了承くださいますようお願い申し上げます。何かご質問や不明点がございましたらお問い合わせください。 

 

１０．交通案内 
〇埼玉県立神川げんきプラザ 

・自動車利用 
 
関越自動車道 本庄児玉 IC より国道 462号を利用 12km。 

 

・電車利用 
 
ＪＲ高崎線「本庄駅（南口）」、ＪＲ八高線「丹荘駅」より 

バス「神泉総合支社行き」乗車、「池田バス停」下車後、 

徒歩１５分。 

※バスの時間に関しては、道路状況によって変わること 

がございますので、ご注意ください。 

詳しくは、朝日バス本庄営業所 

（ＴＥＬ：0495－21－7703）でご確認ください。 

 

〇寄居町役場 

・自動車利用 
 

 関越自動車道 花園 ICより国道 140号を利用 6km。 

 

・電車利用 
 

 寄居駅北口より徒歩 5分。 

 

 
 

 

 

ご質問やご不安な点がございましたら、【0495-77-3442】まで、お気軽にご連絡ください。 

スタッフ一同、みなさんに会えることを楽しみにしています！ 

【写真の撮影及びオンラインアルバムへの掲載について】 


