第5回臓器移植を受けたこども達のサマーキャンプ
参加企画書

今年も、臓器移植を受けたこども達が心身ともに健康でかつ幸せに生活出来るように、臓器
移植を受けたこども達とその家族の交流の場を提供すると共に、必要な知識や情報を得られるよう
なサマーキャンプを企画いたしました。
今回は初めて東京での開催となります。会場は、東邦大学医学部大森キャンパスのため、付属の
病院も隣接しておりご安心いただけます。また、キャンプの最終日には、近隣のしながわ水族館に
遊びに行く予定です。お申し込みは別紙の申込書をご使用の上、ＦＡＸにて受け付けております
（申込締切：７月３１日（木）必着）。
もし、お知り合いの方でお手伝いいただける方がいらっしゃいましたら、ボランティアも募集
しておりますので、お手数ですが事務局Ｅメール（5th-summercamp@med.toho-u.ac.jp）まで事前
のご連絡をお願いいたします。
皆さんのご参加をお待ちしております。
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プログラム(案)
参加希望者の構成をみて変更する場合があります
【開催時期】（雨天開催）
2014 年 8 月 9 日（土）午後 1 時～8 月 10 日（日）12 時半

1泊2日

【開催地】

東邦大学医学部大森キャンパス
〒143-8540, 東京都大田区大森西 5-21-16 TEL:03-3762-4151
担当：高橋、関（E-mail：5th-summercamp@med.toho-u.ac.jp）
【募集人数】
対象：

臓器移植を受けた子ども達とその家族 最大 50 家族
※先着順にて 50 家族に達した時点で締切とさせていただきます。
ボランティア
20 名
移植医他医療関係者 5-10 名

【移動手段】
参加者は各自で現地集合：

駐車場有

【安全面】
東邦大学医学部大森キャンパスの体育館、セミナー室、教室を利用します。
天気が良ければ近くのしながわ水族館に行きます。
会場の隣は東邦大学医療センター大森病院で小児の救急に対応できます。
【参加費】
１家族 5000 円（予定）
※しながわ水族館へ行かれる場合には、入園料なども別途必要となります。
【宿泊】
ヴィアイン東京大井町
住所：東京都品川区大井 4 丁目 3-1 TEL：03-5718-5489
ルートイン品川大井町
住所：東京都品川区大井 1 丁目 35-2 TEL：03-3777-5711
ホテルビスタ蒲田東京
住所：東京都大田区西蒲田 8 丁目 20-11 TEL：03-5703-5555
※宿泊費用については各自ご負担ください。
【交通費・宿泊費援助】
関東圏外の参加者については１家族につき 3 万円を補助（予定）
【申し込み方法（締切：７月 31 日（木）必着】
別紙の申込書（６ページ）に必要事項を記載の上、ＦＡＸ（03-5471-3056）にて
お申込みください。
キャンプに関するお問合せにつきましては、Ｅメール（5th-summercamp@med.toho-u.ac.jp）
までお願いいたします。
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タイムスケジュール（案）
8 月 9 日（土曜日）
午後１時 00 分 東邦大学医学部大森キャンパス体育館集合（昼食は各自で）
午後２時 00 分 チーム毎に分かれて体育館、セミナー室、教室に
（チーム 1）こども達 遊べる企画
場所：体育館
2：00-5：00 縄跳び、輪投げなど様々な遊戯を企画：
ボランティアがお世話します
（チーム２）年長の子供（中学校以上） 交流会 場所：第 3 セミナー室
2：00-2：20 挨拶 この会の目的など
2：20-3：00 自己紹介
3：00-3：40 臓器移植を受けた子ども達（先輩）のお話（2-3 名）
3：40-4：20 移植医療関係者
（医師・看護師・チャイルドライフスペシャリスト）のお話
4：20-5：00 意見交換会
（チーム３）家族 交流会 場所：第 3 講義室
2：00-2：20 挨拶 この会の目的など
2：20-3：00 臓器移植を受けた子ども達自身のお話（2-3 名）
3：00-3：40 臓器移植を受けた子ども達の家族のお話（2-3 名）
3：40-4：20 移植医療関係者（医師・看護師）のお話
4：20-5：00 意見交換会
午後６時
食事会（場所）：東邦大学医学部学生食堂
8 月 10 日（日曜日）
午前 9 時 00 分 東邦大学医学部大森キャンパスに集合
（チーム 1）こども達 遊べる企画
場所：第 3 セミナー室
9：00-10：30 思い出作りなど様々な遊戯を企画：
ボランティアがお世話します
（チーム２）年長の子供（中学校以上） 交流会 場所：第 4 セミナー室
9：00-10：30 思い出作りなど様々な遊戯を企画：
ボランティアがお世話します
（チーム 3）家族 交流会 場所：
9:00-⒑:30 意見交換会

第 3 講義室

10 時 30 分～全員でしながわ水族館へ出発
12 時 30 分 現地解散
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東邦大学医学部大森キャンパス（アクセス）

•

京浜東北線 蒲田駅 下車
東口 2 番バス乗り場から 「大森駅」行きに乗車、約 10 分。
「東邦大学」下車、徒歩 2 分。

•

京浜東北線 大森駅 下車
東口 1 番バス乗り場から 「蒲田駅」行きに乗車、約 15 分。
「東邦大学」下車、徒歩 1 分。

•

京浜急行梅屋敷町駅 下車
徒歩 10 分。
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http://www.aquarium.gr.jp/prmovie.html
アクセス
•京浜急行「大森海岸駅」下車 徒歩約 8 分
•JR 京浜東北線「大森駅」下車、北口改札より徒歩約 15 分

料金
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第 5 回臓器移植を受けたこども達のサマーキャンプ

参加申込書

（フリカナ）

代表者氏名・年齢
その他の参加者

１）

氏名（フリカナ）
・年齢・代表者

（

歳）

（

歳）

（代表者との関係：

）

との関係
２）

（

歳）

（代表者との関係：

）

３）

（

歳）

（代表者との関係：

（代表者合わせて
合計

）

４）

名）

（
（代表者との関係：

〒

住所

歳）
）

－

ＴＥＬ：

連絡先
※電話以外の連絡方法も必ず

ＦＡＸ：

記載してください。
Ｅメール：

宿泊の有無

有

／

無

※宿泊を希望する場合に記載
してください。

有の場合には、希望の宿泊先、部屋数を記載してください。

なお、宿泊先の希望について
は応募状況によりお受け出来

希望する宿泊先名：

ない場合ありますので予め

（

部屋）

ご了承ください。
宿泊先名は 2 ページをご参照

※宿泊費用については、当日宿泊先にて各自お支払い（ご負担）ください。

ください。

備考欄
必要事項を記載の上、０３－５４７１－３０５６までＦＡＸにてお送りください。
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