
「Ｂ＆Ｇ ２０１２親子３Ｓ体験キャンプ in周防大島」実施・募集要項 

             ※３Ｓ＝船/海(SHIP&SEA)・サバイバル(SURVIVAL)・名所/温泉(SIGHT&SPA) 

１．目  的   

風光明媚な山口県周防大島の自然（青い海と緑の大地）をフィールドに、全国の商船高専５箇所の１校

である大島商船高等専門学校の練習船「大島丸」の乗船体験やカヌー体験・サバイバル体験、さらには名

所や温泉を巡るなど様々な体験活動を行ない、健全な青少年の「こころ」と「からだ」の育成と親子のふ

れあいと絆を深める。同時に、水に親しむための「自然体験」の推進と水の事故を防ぐ知識と技術を学ぶ

ための「安全教育」を行い、水の事故から子どもたちを守る「水の事故ゼロ運動」を推進する。 

 

２．主  催  Ｂ＆Ｇ財団 中国ブロック海洋センター連絡協議会 

（「Ｂ＆Ｇ親子３Ｓ体験キャンプ in周防大島」実行委員会） 

 

３．共  催  公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団、大島商船高等専門学校、 

海上保安庁柳井海上保安署、ウォーターセーフティーニッポン、日本ライフセービング協会

山口ライフセービングクラブ、山口県地域海洋センター連絡協議会、周防大島町教育委員会 

 

４．主  管  周防大島町Ｂ＆Ｇ海洋センター・周防大島町Ｂ＆Ｇ海洋センター育成士会 

 

５．開催期日  平成２４年７月１４日（土）～１６日（月/海の日）…２泊３日 

          受付：７月１４日（土）１０：００～  開講式１０：３０ 

解散：７月１６日（月）１５：００予定 

 

６．開催場所  山口県周防大島町（屋代島）全域 

 

７．集合場所  山口県大島郡周防大島町小松 大島商船高等専門学校練習船「大島丸」桟橋 

（公共交通利用）山陽新幹線 広島駅下車、山陽本線下り乗換、大畠駅下車、 

小松港経由橘病院前行きバス大島商船前下車徒歩３分 

        （自家用車利用）山陽自動車道 玖珂 IC降車、国道４３７号線大島方面へ２５分 

                大島大橋を渡り右折後３分 

 

８．募集人員  親子１５組３０名（募集地域限定なし、子どもは小学生以上中学生以下が対象） 

         ※原則は、保護者 1名と子ども 1名での参加としますが、保護者 1名に対して 

子ども 2名までの参加も可能です。  

また、申込み多数の場合は、抽選とさせていただくこともありますので、ご了承下さい。 

 

９．参 加 費  大人 ６，０００円／子ども ３，０００円（キャンプ初日の受付時に納入する。） 

         ※ただし、前泊・後泊及びオプション観光をされる場合は別途必要です。 

 

10．携 行 品  着替え（長袖・長ズボンもあると安心）、雨具、水着、ゴーグル、タオル、懐中電灯、 

虫除けスプレー、洗面用具、筆記用具、常備薬、マリンシューズ（濡れても良い靴）、 

寝袋・釣り道具（あれば）、健康保険証（写し可）、参加費、その他必要と思われる物 

（詳細については、参加者決定後に直接送付するしおりに掲載） 



11．日  程（予定） 

 時 間 項        目 内           容 

１ 

日 

目 

（
７
／
14
） 

10：00 

10：30 

11：00 

 

12：00 

12：30 

13：30 

16：00 

17：30 

18：00 

19：00 

19：30 

20：00 

21：30 

集合・受付 

開講式・オリエンテーション 

出航 

荷物整理・船内見学・海上安全教室 

安下庄湾沖停泊・昼食 

安下庄港上陸 

四岩合わせ(幸せ)奇岩巡り※(注 1) 

温泉入浴(竜崎温泉) 

安下庄港より大島丸へ移動 

安下庄湾沖出航・和佐湾沖停泊 

夕食 

防災等に関する研修 

花火観賞・交歓会 

就寝 

大島商船高専に集合 

練習船「大島丸」桟橋にて行う 

練習船「大島丸」にて安下庄湾へ向かう 

ベッドメーキング及び船内見学、海上安全教室(保安庁) 

 

 

マイクロバス及びウォーキングにて名所巡り 

塩化物強塩温泉に入浴し一日の疲れを癒す 

 

練習船「大島丸」にて和佐湾へ向かう 

船内食（牛丼） 

講義「なぜサバイバルか？」 

花火観賞・自己紹介及びゲーム・交歓会・ロープワーク 

２ 

日 

目 

（
７
／
15
） 

06：30 

07：30 

08：00 

09：30 

10：00 

11：00 

12：30 

14：30 

16：00 

17：30 

20：00 

21：30 

起床 

朝食 

キャンプ地上陸 

テント・トイレの設営 

海岸清掃（Ｂ＆Ｇクリーンフェスティバル） 

昼食準備・昼食 

水の事故ゼロ運動（安全教育） 

魚釣り、磯探索 

夕食準備 

夕食・後片付け 

星空観測 

就寝 

船上デッキにて練習船体操後、船内清掃 

非常食（パン缶詰など）を体験する 

機動艇にてサバイバルキャンプ地へ上陸 

宿泊場所・トイレの設営 

火をおこすための木切れ採取、ごみの分別、環境学習 

非常食（アルファ米など）を体験する 

着衣水泳・ライフセービング体験 

自分自身で食料を調達する 

竹を加工して食器を作る 

ポンポラ飯をつくる 自分の食材を調理する 

夏の星座をみつける 

星空の下で、電気がないから、早く寝る（電池節約） 

３ 

日 

目
（
７
／
16
） 

06：00 

06：30 

07：00 

08：30 

11：30 

12：00 

12：30 

12：30 

13：15 

13：30 

14：30 

14：45 

15：00 

起床 

ラジオ体操 

朝食 

海洋性レクリエーション 

後片付け・荷物整理 

乗船 

出航 

昼食・講話 

献花 

感想文作成 

帰港・「大島丸」桟橋着岸・下船 

閉講式 

解散 

 

ＮＨＫ朝のラジオ体操を聞きながら実施 

非常食（牛乳パックホットドッグ）を体験する 

ロープワーク実技・カヌー体験・バナナボート体験 

テント・トイレ撤収片付け 

機動艇にて大島丸に移動 

大島丸出航 

非常食（レトルト食品）体験・「戦艦陸奥」について講話 

「戦艦陸奥」謎の爆沈場所にて献花 

アンケート・感想文作成 

 

練習船「大島丸」桟橋にて行う 

 

※上記の研修内容、行程等は天候等により変更する場合がありますので、予めご承知おき下さい。 

 

 



（注1） 四岩合わせ(幸せ)奇岩(祈願)…立岩(海岸にそそりたつ高さ 40mの岩/農耕の神様) 

岩屋(嵩山中腹にある洞窟の岩屋/修行の場) 

帯石(岩田帯を巻いたような筋がある巨岩/安産祈願) 

巌門(波の侵食で岩の中心がくりぬかれている/夕日拝む) 

 

12．申込書類  ①申込書（保護者の承諾を得たもの）………………………（様式 1） 

        ②同意書（同意人の承諾を得たもの）………………………（様式 2） 

        ③健康診断書補足資料       ………………………（様式 3-1・3-2） 

  

13．申込方法  直接事務局の周防大島町Ｂ＆Ｇ海洋センターへ上記申込書類を提出して下さい。 

下記「19. 申込先及びお問い合わせ先」までお願いいたします。 

 

14．申込期限  平成２４年６月２９日（ただし、定員に達し次第、早期に締め切ることもあります。） 

 

15．参加決定  申込締切後、応募多数により抽選の場合は、事務局にて厳正なる抽選を行った後に、参加決

定の可否を保護者に連絡いたします。なお、申込みに係る書類は参加の可否によらず返却し

ませんのでご了承下さい。 

※参加決定後に参加を取り消される場合は、速やかにご連絡下さい。 

※また、健康診断書補足内容により、団体生活や現地活動等の運営に支障があると判断

される場合には、参加をお断りする場合がございます。 

 

16．「Ｂ＆Ｇ ２０１２親子３Ｓ体験キャンプ in周防大島」規則 

「Ｂ＆Ｇ ２０１２親子３Ｓ体験キャンプ in周防大島」では、集団生活の中で、参加者全員が快適に研修

生活を過ごし、より有意義な研修成果を修めることができるよう、ルールを定めて運営します。申込者並び

に保護者の皆様には、あらかじめその内容をご理解のうえ、ご参加いただきたいと思います。お申し込みに

際しては、申込者並びに保護者ご一緒に、必ず次の規則内容をご確認いただき、規則をお守り下さいますよ

うお願いいたします。 

「Ｂ＆Ｇ ２０１２親子３Ｓ体験キャンプ in周防大島」規則 
 

1．総  則 

( 1)この規則は、「Ｂ＆Ｇ ２０１２親子３Ｓ体験キャ

ンプ in周防大島」の参加者（以下「メンバー」と

いう）がセミナーの目的を達成するために、研修

先において行動する時に守るべき事項を定める。 

( 2)メンバーとは参加が認められた者について、「受

付」から「解散」までの期間をいう。 

 

2．メンバー心得 

( 1)スタッフの指示に従い規律正しく行動すること。 

( 2)秩序を維持し、礼儀正しくすること。 

( 3)時間の厳守を心掛けること。 

( 4)服装は指定されたもの、または清潔で端正なもの

を着用し身だしなみを整えること。 

( 5)他人の居室にみだりに出入りしないこと。 

( 6)その他、本研修への参加者として恥じない行動を

とること。 

 

 

3．禁止事項 

( 1)公序良俗に反する行為 

( 2)喧騒、放歌及び威嚇行為 

( 3)口論、喧嘩及び暴力行為 

( 4)思想、宗教、営業活動の宣伝、布教等行為 

( 5)秩序、風紀を乱す行為 

( 6)賭博並びに賭博に準ずる行為 

( 7)未成年者の飲酒及び喫煙 

( 8)危険物、禁止薬物等の携行 

( 9)立入禁止区域への出入り 

(10)金銭の貸借及び授受 

(11)主催者が禁止した事項 

(12)その他、他人に迷惑を及ぼす行為 

 

4．違反者への処置 

主催者は、メンバーがこの規則に違反したと認

められる時は、帰省させる等の処置を講じること

や、違反の度合いにより損害賠償の責任を科する

ことができる。 

  

17．個人情報の取扱について 

   「Ｂ＆Ｇ ２０１２親子３Ｓ体験キャンプ in周防大島」の参加申込等に係る書類にご記入いただきまし

た個人情報は、機密を厳守するとともに、ご本人（及び法定代理人）の承諾なく、個人情報を第三者に提

供することは一切ございません。 

 



18．著作権等に係るお願い 

（1）「Ｂ＆Ｇ ２０１２親子３Ｓ体験キャンプ in 周防大島」実施中に、活動記録として写真・VTR 撮影をする

場合があります。撮影した画像等は予告なく、Web・印刷他Ｂ＆Ｇ関係の広報活動の一環として使用する場

合があります。 

（2）本事業の主催者及び共催団体の事業（イベント企画等）のご案内をお届けする場合があります。 

 

   ※上記（1）画像等使用の不可、或いは（2）ご案内がご不要な場合は、事前にその旨を下記「19. 申込先

及びお問い合わせ先」までお申し付けください。 

 

19. 申込先及びお問い合わせ先 

〒742-2103 山口県大島郡周防大島町西屋代１４７  周防大島町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

ＴＥＬ：0820-74-5300  ＦＡＸ：0820-74-3999 

※お問い合わせ：平日の 9:00～17:00とさせていただきます。 

（土・日・祭日のお問い合わせはご遠慮ください。） 

 

20．そ の 他  ①開催地情報：山口県周防大島町 

          周防大島町は、山口県東南部に位置し、瀬戸内海に浮かぶ島では３番目の面積を有し、

島と本土とは大畠瀬戸を渡る大島大橋によって連結しています。 

 地勢は全般的に山岳起伏の斜地で６００m 級の山々が連なり、海岸部に狭隘な丘陵地が

広がる程度で、大半を山地が占めており、年間平均気温１５．５℃と比較的温暖な、青く

澄みわたる瀬戸内の海と四季の彩り豊かな美しい自然を有する町です。 

          人口：１９，１１０人（2012.3.31現在） 

  主な産業：農業・漁業・観光 

最寄駅：ＪＲ山陽本線 大畠（おおばたけ）駅 

交通手段：山陽新幹線 広島駅下車、山陽本線乗換、大畠駅下車、車で１０分 

       山陽自動車道 玖珂 ICから３０分 

        ②宿泊施設（問い合わせ：社団法人 周防大島観光協会   電話：0820-72-2134） 

・ホテル大観荘（大島大橋たもと） 素泊り   4,350円～ 電話：0820-74-2555 

・ホテルサンシャインサザンセト  １泊２食 17,000円～ 電話：0820-78-2121 

・グリーンスティながうら     １泊２食  7,000円～ 電話：0820-79-0021 

・橘ウィンドパーク（公共）    １泊２食  4,200円～ 電話：0820-77-2513 

・その他民宿多数   

            ③オプション観光案内（入館料は大人を掲載、子どもは割引あり） 

・日本ハワイ移民資料館（入館料：400円 電話：0820-74-4082） 

         日本初のハワイ移民資料館。移民の歴史から現在行われているハワイとの交流までを

知ることができる、貴重な資料がたくさんそろっています。 

       ・陸奥記念館（入館料：420円 電話：0820-75-0042） 

                  昭和 18 年 6 月 8 日爆沈するまで、世界最高の戦艦として連合艦隊の旗艦、お召し艦

として活躍した戦艦陸奥から引き揚げられた遺品や艦の一部、遺族から寄せられた貴

重な資料を展示しています。 

       ・なぎさ水族館（入館料：210円 電話：0820-75-1571） 

         海の生き物にさわれる「タッチングプール」が子どもに人気です。北海道からきた「ク

リオネ」もご覧いただけます。 

              ・星野哲郎記念館（入館料：500円 電話：0820-78-0365） 

       名曲の数々を手がけた周防大島町出身の作詞家星野哲郎先生の記念館です。 

 


