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登校拒否・不登校を考える
夏の全国大会 2014
開催 25 回記念

こんにちは！全国子ども交流合宿
ち
全国子ども交流合宿 in 埼
埼玉実行委員会委員長渡邉昌樹です！！
実行委員会委員長渡邉昌樹です
今回の合宿のサブタイトル「2525☆にっこり」に入っている 25 という数字。この数字が何を意味しているかわかりま
すか？すぐにピンと来た人は表彰物です。正解は……夏の全国大会をやりはじめて今年で 25 周年という記念すべき年だ
からなのです！分かりましたか？いやーこんなめでたい年の合宿の実行委員長になってしまってとても恐縮しています
が、頑張って勤め上げますよ！
さて今回の合宿「2525☆にっこり」では過去の合宿のようにたくさんのイベントが用意してあります。秋葉原や原宿
の散策、公園での水遊びや毎年恒例のフリースペースなど……実行委員会で話し合って決めました！参加してくれる皆
に楽しんでもらえるよう全力を尽くしますよ！実行委員一同参加をお待ちしております！
夏の全国子ども交流合宿 2014 子ども実行委員会 実行委員長
主

催：NPO 法人フリースクール全国ネットワーク

後

渡邉昌樹

援：NPO 法人全国不登校新聞社

NPO 法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会

〒114-0021

埼玉県教育委員会、さいたま市教育委員会

東京都北区岸町 1-9-19
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Ａ スマブラ大会
1 日目

14：00 ～ 16：00

スマブラＸの大会をやります。

Ｆ 公園で遊ぼう！

Ｂ 特殊メイク

2 日目
1 日目

14：00 ～ 17：00

特殊メイクのお仕事を経験された方が来てくれま～す。

・トーナメント（１vs１）
３ストック、７ステージ、アイテムなし。
制限時間 10 分、タイムアップ時は％が多い方が負け。
崖下の往復禁止。

今回は簡単な傷跡をつくるメイク（予定）とか教えてく
れますよ～。
1 日目の 14 時からフリースペースでやります！みなさま
是非ご参加を！

・乱闘（４人）

☆参加費（材料費
参加費（材料費 100 円～ 300 円くらい）がかかります。

アイテム多い、ステージ自由。
その他、細かいルールなどは当日聞いてください。

Ｃ 音楽で交流しよう♪
1 日目

16：00 ～ 18：00

Ｄ しゃべり場

会場から徒歩３分ほどの公園に行きます。

1 日目

17：00 ～ 19：00

今年も子ども・若者みんなで語る時間をつくります！
決められたテーマはありません。学校での体験や、家族
に言われたこんな一言等、なんでも自分たちが普段思っ

ドラムやギター、ベースやキーボードなどの楽器を使っ

ていること、感じていることを出し合って、気軽に話し

て、参加したメンバーで簡単なセッションをします。

たり聴いたりしませんか？

音楽好きが集まって、楽しく交流しましょう！

不登校の子どもの権利宣言を知りたいひとも、ぜひきて

広がれ！音楽好きの輪

ください♪

13：00 ～ 15：00

好きな色の硝子を切ったり並べたりして、世界に一つし

水鉄砲は数が少ないので遊びたい人は各自持参してくれ

かないコースターなどの小物がつくれるつくれるよ。

るとありがたいです。
暑いのでタオル、帽子、飲み物を持ってきて下さい！

Ｈ ふぁっそんのまつ原宿（はらずく）
9：15 ～ 15：30

若者とオサレときゃーのまつ、はらずく。みんなで竹下
通りなど行きませぬか？エンゾイ、オサレ。
バンギャもヲタクも地味に楽しめるフシギなまつ。はら
ずくを担当するのはバンギャ × コスプレイヤー、バンギャ
× オサレ好きのシュールな私たちでおおくりします。
☆交通費：780
交通費：780 円♡（往復）
昼食代：1000 円ぐらい
おこづかい：1000 円～ 10000 円（あるとよいね）
※オプションのお弁当は注文しないでくださいね。

Ｉ 鉄道博物館に行こう！
☆お出かけ企画☆ 2 日目

9：15 ～ 15：30

さいたま市にある鉄道博物館！通称「てっぱく」。鉄道好
きにはたまらな

いアミューズメントパークです。

お昼ご飯は、昔の車両に乗って駅弁を食べましょう。
☆交通費：720
交通費：720 円（往復） 入場料：小中高 500 円
昼食代：900 円～ 1200 円ぐらい
※オプションのお弁当は注文しないでくださいね。

Ｋやれたらいいな♪卓球大会（仮）
☆お出かけ企画☆

2 日目の午後？

今のところ、体育館が借りられるかどうかわからないの

Ｅ 秋葉原に行こう！
14：00 ～ 18：00

フリースペース＆写真展
＊常設プログラム＊2 日間ともやってます♪

電車に乗って楽しい秋葉原に行こう！いつ行くか？

で（仮）をつけていますが、無事体育館が借りられたら

Ｊ 体育館でバスケ
☆お出かけ企画☆

「ヤッターやれるよ♪卓球大会」に変更の予定です。

2 日目の午後？

全国のバスケ愛好不登校関係者達に告ぐ !!!

体育館が取

静かに漫画を読むのも良し、騒ぎながらゲームするのも

れた場合、バスケットボールを行うと宣言する !!!

集合時間を決めて自由行動をするので、予約が必要な場

良しの自由なスペース！ゲームの持込み歓迎！

バスケを楽しむ為にも、体育館履きまたはバッシュの持

所以外は好きな

ゲームハードは wii やニンテンドー 64 があるよ！

щ(゜▽゜щ)＜今でしょ！
щ(゜▽゜щ)
＜今でしょ！
場所に行けます。アニメイトや電気街、

メイドカフェに「からあげ家」などを楽しく観光しよう！
暑いので必ず飲み物を持ってきてね。
☆交通費
交通費 780 円 ( 浦和～秋葉原、往復、大人料金）と、
買い物代、入場料のかかる場所に行く場合はその料金を
持ってきてね。

2 日目

ぶっとばそうよ！

楽器がなくても参加できます！

☆お出かけ企画☆ 1 日目

Ｇ ステンドグラスをつくろう！

水鉄砲や水風船を使ってみんなで楽しみつつ夏の暑さを

☆お出かけ企画☆ 2 日目

会場の近くのスタジオで、音楽セッションをします。

☆三

10：00 ～ 12：00

カードゲームをやったり、イラストも描けたりするよ！

開催できたら、皆さん気軽に遊びに来て下さい。
2014 年度全国合宿卓球大会公式マスコットキャラクター、
ピン太君が待っています！！
☆交通費：400
交通費：400 ～ 600 円くらい

参をおススメする !!! 以上 !!!!
☆交通費：400
交通費：400 ～ 600 円くらい（往復）
※体育館がとれなかった場合は中止になります。

（往復）
※体育館がとれなかった場合は
中止になります。

のんびりしよう。
写真展では、全国のフリースクール等から集めた写真を

☆お出かけ企画☆ の しるしがついている企画は、電車やバスに乗って出かけるプログラムです。

展示します。ぜひ見に来てください！

「鉄道博物館」「原宿」は、外でお昼ご飯を食べます。オプションのお弁当は注文しないでくださいね。

