
平成２8年４月２3日（土）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

残雪と新緑の牛岳に19名の親子・一般参加者が挑戦しました。

当日は天候に恵まれ、絶好の登山日和となりました。

今年は雪が少なかったので、登山道を歩きました。

上部には、雪が残っているところもありました。

　◎主催事業「残雪の牛岳登山に挑戦」を行いました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

雪が残る牛岳の自然と触れ合いながら、登山を楽しみました。
秋にも登山を開催します。

多くの方々の参加を心よりお待ちしております！



平成２８年５月１４日（土）
　◎主催事業「竹で作ろうマイグッズ」を行いました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

また、家族で作りにきたいですね！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

60名の親子が竹のマイグッズ作りに励みました。

竹の加工は少し難しいのですが、最後まで意欲的に作品を作り続けました。

小刀ややすりを使って、細かい部分を綺麗に仕上げていました。

早速、自分の竹でっぽうや竹ぽっくりを楽しむ子どもがいました。

皆さん、たくさんのマイグッズを作りました！



平成２8年８月9日（火）～１０日(水)

6:00 起床
7:30 朝食
8:30 清掃・点検

10:30 入所のつどい 9:00 森遊び
オリエンテーション

11:00 アイスブレイク 12:00 流しそうめん

12:00 昼食
13:30 荷物整理

13:00 竹クラフト アンケート記入
竹箸・器作り

14:00 退所のつどい
15:30 野外炊飯

カレーライス作り

18:30 入浴

19:30 ナイトハイク

20:30 振り返り

21:30 就寝

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　◎主催事業「ワンパクキッズin子どもの村　パート１」を行いました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

小学校３・４年生男女４７名の参加者が、２日間子どもの村で様々な野外体験活動を楽しみました。

≪主な日程≫
８月９日(火) ８月１０日(水)



ワンパクキッズでがんばってほしいことや気を付けることを聞きました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪１日目≫

【入所のつどい】

【アイスブレイク】

【係決め】

２日間の自分の係を決めました。

【竹箸、竹器作り】

竹箸、竹器作りで使う道具の説明を聞きました。

簡単なゲームを行い、班の仲間を中心に仲良くなりました。



作るのが大変だったけど、マイ竹箸と竹器ができました！

夜の散歩が楽しみで、みんなはしゃいでいました。

【野外炊飯 カレーライス作り】

班のみんなでカレーライス作り！

【ナイトハイク】

サイレント(話さない）で挑戦しました。

とてもおいしいカレーライスができました！



【流しそうめん】

自分たちで作ったマイ竹箸、竹器で流しそうめん！

上手く取ったり、受けざるのそうめんを食べたりする子もいました。

【２日目】

木にロープを掛けたり、木と木の間にロープを張ったりして遊びました。

【森遊び】

森の中で、汗いっぱいかくまで遊びました！



２日間、がんばりました！
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

初めて宿泊した子どももいましたが、
無事に全日程を終えることができました。

また機会がありましたら、ぜひ子どもの村の事業へ参加してください。

仲間と楽しく過ごせましたね。

【退所式】



平成２８年８月１６日（火）～１9日(金)

　　　 作り

15:00 野外炊飯 15:00　野外炊飯

21:30　ﾃﾝﾄ泊就寝 21:30　分宿棟就寝

 6:30　起床 6:30　起床 6:30　起床

20:40　振り返り20:30　振り返り20:30　振り返り

18:30　入浴 18:00　選択入浴 18:30　ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ

　(カレーライス作り)

12:00 ｶｰﾄﾝﾄﾞｯｸﾞ作り 13:00　選択活動
　　　 　　　　　　　  ①竹スプーン 13:30　振り返りﾀｲﾑ
13:00 テント設営 13:00 記念撮影  ②森遊び

14:00　退所のつどい

12:00 昼食

 ③自然観察ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ

19:30　星空観察 20:00　入浴

15:30 片付け

17:00　夕食
　 (豚汁・おにぎり)

 7:30　朝食
 8:30  記念撮影  8:30　清掃・点検

　　　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

≪主な日程≫
８月１6日(火) ８月１7日(水) ８月１8日(木) ８月１9日(金)

11:45 役割分担 12:00　昼食、休憩 12:00　流しそうめん

 9:00 森の家作り
 9:30　竹箸・竹器

11:00 火起こし 11:15　 テント撤収

　　　 
11:00　入所のつどい  9:00  森遊び

活動の様子を紹介します。

21:30　ﾃﾝﾄ泊就寝

①管理棟②五右衛門風呂

19:30　ナイトハイク

　◎主催事業「ワイルドキャンプin子どもの村」を行いました。

小学校５・６年生男女39名の参加者が、元気に子どもの村で４日間の野外体験活動を楽しみました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 7:30　朝食  7:30　朝食



仲間と作ったカレーライス。何杯でも食べられるよ！

【シュラフ準備・テント設置】

≪１日目≫
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
テントで就寝。みんなで寝れば怖くない！

【就寝】

静かにカレーライス作り。みんな集中しています。

【野外炊飯～カレーライスづくり～】

初めてのテント泊準備。うまく設置できるかな？

これから４日間を過ごす仲間と楽しくゲーム。仲よくなれたらいいね。

【アイスブレイク】



【野外炊飯～カートンドッグ＆火起こし～】

森の家完成！象みたいな家だね。

摩擦熱で火を起こそう！うまく火をつけられるかな？

仲間と起こした火でカートンドッグ作り。ちょっと焦げたけどおいしいね。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

始めは床作り。土台の固定って難しいね。

【森の家作り】
≪２日目≫

床完成！次は、屋根を作るぞ！



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

≪３日目≫

みんなで一緒に五右衛門風呂！

【選択入浴～五右衛門風呂～】

おいしい豚汁とおにぎりができました。

誓いの火を貰い、みんなで最後の夜を楽しみました。

【キャンプファイヤー】

【野外炊飯～豚汁＆おにぎり～】



≪４日目≫

【竹箸＆竹器作り】

【流しそうめん】

スイカの種飛ばし大会。一番遠くに飛ばせるのは誰だろう？

世界に１つだけのマイ竹箸、竹器が出来たよ！



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４日間、立派に成長しましたね！

たくさんの楽しい思い出ができました。



平成２8年８月２３日（火）～２４日(水)

6:00 起床
7:30 朝食
8:30 清掃・点検

10:30 入所のつどい 9:00 森遊び
オリエンテーション

11:00 アイスブレイク 12:00 流しそうめん

12:00 昼食
13:30 荷物整理

13:00 竹クラフト アンケート記入
竹箸・器作り

14:00 退所のつどい
15:30 野外炊飯

カレーライス作り

18:30 入浴

19:30 ナイトハイク

20:30 振り返り

21:30 就寝

　◎主催事業「ワンパクキッズin子どもの村　パート２」を行いました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

小学校３・４年生男女４６名の参加者が、２日間子どもの村で様々な野外体験活動を楽しみました。

≪主な日程≫
８月２３日(火) ８月２４日(水)

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



【アイスブレイク】

いろんなゲームを行い、班の仲間を中心に仲良くなりました。

【係決め】

２日間の自分の係を決めました。

【竹箸、竹器作り】

竹箸、竹器作りで使う道具の説明を聞きました。

ワンパクキッズでがんばってほしいことや気を付けることを聞きました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪１日目≫

【入所のつどい】



みんなで作ったカレーライスは、何杯も食べられそうなおいしさだね。

【ナイトハイク】

ナイトハイクに出発！

みんな集中して、取り組んでいます。

いろんな道具を使って、物をつくる楽しさを知りました。

【野外炊飯 カレーライス作り】

サイレント（話さない）で行う、カレーライス作りはできるかな？



流しそうめんは涼しくておいしいね。

うまく、そうめんを取れるかな？

【２日目】

【森遊び】

ボランティアリーダーと一緒に遊びました。

ロープを使って、いろんな遊び方を見つけました。

【流しそうめん】



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

初めて宿泊した子どももいましたが、
無事に全日程を終えることができました。

また機会がありましたら、ぜひ子どもの村の事業へ参加してください。



平成２8年９月10日（土）～１1日(日)

6:00 起床・清掃

7:30 朝食

9:00 自然物クラフト
9:30 入所のつどい

オリエンテーション

10:10 自然観察ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ

12:00 昼食 12:00 昼食

13:00 森遊び 13:00 思い出お絵かきﾀｲﾑ
13:30 退所のつどい

16:00 野外炊飯

18:30 キャンドルサービス

19:30 入浴

20:30 就寝準備

21:00 就寝

　◎主催事業「親子で楽しむ自然の森　パート１」を行いました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

年長児とその保護者17組の参加者が、秋の子どもの村で自然体験活動を楽しみました。

≪主な日程≫
９月１0日(土) ９月１1日(日)

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪１日目≫

【アイスブレイク】

じゃんけん列車や班対抗フラフープリレーをしました。

食堂での昼食。午後からの活動に向けて、しっかり食べました。

【自然観察ビンゴゲーム】

正解の木の実や植物は、見つけられたかな？

【昼食】

自然観察ビンゴの木の実や植物を探しました。



お父さんお母さんが作った遊具で遊びました。手作りの遊び場で楽しみました。

【森遊び】

木登りや木のシーソーで遊びました。

親子でカレーライス作り。おいしいカレーライスができるかな？

【野外炊飯】

外に出てみんなでそろって、いただきます！



時には切ったり、削ったりしながら進めました。

どんなものを作ろうか、考え中。

接着剤で細かいものをくっつけました。

もう少しでできあがりかな？

≪２日目≫

【キャンドルサービス】

ろうそくの炎の美しさに感動しました。

【自然物クラフト】



秋の訪れを感じながら
親子での自然体験活動を満喫しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

拾った木の実や木を使ってクラフトを体験しました。
親子で助け合いながら、思い思いの作品を作りました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

保護者の方のご協力もあり、活動を円滑に進めることができました。
親子で楽しんでいる姿を多くの場面で見ることができました。

来年２月にはパート２を計画しています。またのご参加を、お待ちしております。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



平成２8年１０月２２日（土）

例年より遅い紅葉だったのか・・・？素晴らしい紅葉は見る

多くの方々のご参加、ありがとうございました！

　◎主催事業「紅葉を楽しむ牛岳登山」を行いました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

さわやかな秋空の下、30名の親子・一般参加者が牛岳登山に参加しました。

ことができませんでしたが、小さな秋を探して楽しみました。



平成２8年１１月5日（土）～6日(日)

6:00 起床
7:30 朝食
8:30 清掃・点検

9:00 木工クラフト

11:00 入所のつどい
オリエンテーション
アイスブレイク

12:00 昼食 11:00 野外炊飯
カレーライス作り

13:00 役割分担決め

13:45 森遊び 14:00 振り返り

14:30 退所のつどい

17:00 夕食

18:00 ナイトハイク

19:00 入浴

20:00 振り返り

21:30 就寝

　◎主催事業「ワンパクキッズin子どもの村　パート３」を行いました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
小学校３・４年生男女55名の参加者が、２日間子どもの村で様々な野外体験活動を楽しみました。

≪主な日程≫
１１月5日(土) １１月6日(日)

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



ワイルドゾーンに入り、遊びを考えました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪１日目≫
【入所のつどい】

はじめに２日間のめあてや注意事項を聞き、所員・ボランティアリーダーと顔合わせをしました。

【アイスブレイク】

まずは仲間づくり。ゲームを通して、交流しました。

【係決め】

昼食も仲間と仲良く楽しく。

【森遊び】



【木工クラフト】

昼間に行った、ワイルドゾーンにレッツゴー！
どんな違いを楽しめたかな？

仲間と協力し、ブランコやターザンロープを作っていました。

【ナイトハイク】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

≪２日目≫



木の枝や実を使い、クラフトを作りました。
たくさんの種類の木の実を見て、できあがりをイメージしました。

思い出も詰まった作品になったようですね。

【野外炊飯　カレーライス作り】



宿泊最後の活動で、みんなでカレーライスをつくりました。
おいしくできて、何杯もおかわりしました！

自然の中で元気いっぱいに過ごしましたね。
２日間、がんばりました！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



平成２8年１２月3日（土）

キャンドルホルダー作りでは、釘で穴をあけて模様をつくりました。一回一回集中して打ちました。

　◎主催事業「ハンドメイド　クリスマス」を行いました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

クリスマスリース作りでは、木の実やリボンをつけました。色合いや全体の形を考えました。

クリスマスカード作りでは、仕掛けやデザインを考えて、かわいらしく仕上げました。

クリスマスツリー作りでは、雪だるまやトナカイを作り、ツリーと並べて置きました。



それぞれのハンドメイドでクリスマスグッズを作りました。

家庭で飾り、すてきなクリスマスを迎えてください！



平成２９年１月１４日（土）～１５日(日)

6:00 起床・清掃

7:30 朝食

8:45 かんじきハイク
10:30 入所のつどい

オリエンテーション 9:15 そり遊び
雪遊び

12:00 昼食
11:30 退所のつどい

13:00 クロスカントリースキー
体験

15:00 休憩
15:20 スノーキャンドル作り

17:00 夕食

18:00 スノーキャンドル
鑑賞

18:30 入浴

20:30 就寝準備

21:00 就寝

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　◎主催事業「エンジョイ！冬のアウトドア」を行いました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

小学生とその保護者１４組の参加者が、冬の子どもの村で自然体験活動を楽しみました。

≪主な日程≫
１月１４日(土) １月１５日(日)



【スノーキャンドル鑑賞】

【クロスカントリースキー】

初めてのクロスカントリースキーに挑戦しましたが、すぐに慣れて、楽しく歩いたり、滑ったりしました。

【スノーキャンドル作り】

親子で協力してスノーキャンドルを作りました。短時間にもかかわらず、力作がそろいました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪１日目≫

夜は、スノーキャンドルを鑑賞しました。ろうそくの炎の美しさに感動しました。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

最後は、そり遊びと雪遊びで楽しみました。
寒さを忘れるほど夢中になり、あっという間に時間が過ぎました。

かんじきを履いて、森の中を探検しました。かんじきがあれば深雪の中もへっちゃらです。

【そり遊び・雪遊び】

【かんじきハイク】

≪2日目≫



天候が心配されましたが、保護者の方のご協力もあり、活動を円滑に進めることができました。
親子で自然を満喫し、楽しい笑顔で元気に活動していたことが印象的でした。

親子で、楽しく雪の中で活動しました。
またの機会がありましたら、子どもの村にお越しください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



平成２9年２月１8日（土）～１9日(日)

6:30 起床・清掃

7:30 朝食
11:00 入所のつどい

オリエンテーション 8:30 アイスキャンディー作り

11:20 アイスブレイク 9:30 スノーチューブそり遊び

12:00 昼食
12:00 昼食

14:00 雪上ハイク アイスキャンディー試食

15:30 スノーキャンドル作り 13:30 退所のつどい

17:00 夕食

18:00 交流ゲーム
18:30 スノーキャンドル鑑賞

19:00 入浴

20:30 就寝準備

21:00 就寝

　◎主催事業「親子で楽しむ自然の森　パート２」を行いました。

年長児とその保護者１１組の参加者が、冬の子どもの村で自然体験活動を楽しみました。

≪主な日程≫
２月１８日(土) ２月１９日(日)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



親子・参加者同士で、フラフープリレーやマット運び競争をして交流しました。

【雪上ハイク】

森の中に入って、クロモジの説明を聞きました。

動物の足跡をみつけました。どんな動物の足跡かな？

ダイナミックに尻滑りを楽しみました。

≪１日目≫
【入所のつどい】

冬の子どもの村の魅力と注意事項を聞きました。活動が楽しみ！

【アイスブレイク】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



【交流ゲーム】

新聞紙を使って、いろいろなゲームをしました。

【スノーキャンドル作り】

雪の壁を掘ったり、雪を集めたりしてスノーキャンドルを作りました。

【スノーキャンドル鑑賞】

日中の様子と違う、幻想的な雰囲気を楽しみました。



上手くできるかな？どんな味になるか楽しみです。

アイスキャンディー作りの説明をききました。３種類の味から選びました。

【アイスキャンディー作り】

アイスキャンディーを食べました。甘くてとてもおいしいね。

≪２日目≫

【スノーチューブそり遊び】

親子でスノーチューブそり遊び！楽しいから何度も滑りました。

【アイスキャンディー試食】



天候に恵まれて、とても活動しやすい２日間でした。
自然体験活動を親子で楽しみ、満足した顔が印象的でした。
またの機会がありましたら、ぜひ子どもの村にお越しください。

雪の中でも元気いっぱい！
親子で冬の自然体験活動を楽しみました！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



平成２９年３月４日（土）
　◎主催事業「からだ元気ＤＡＹ」を行いました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「からだ元気」を目指して、１７名が参加しました。

荒木指導員の下、身体の歪みや緊張をリセットする方法を体験しました。

ノルディックウオークの事を学び、実際に歩いて体験しました。

紙相撲大会をしたり丸太に絵を描いたりして、楽しく過ごしました。

【コンディショニング体験】

【ノルディックウオーク体験】

【クラフトタイム】

【昼食】

山田の特産品を使用した特別メニューです。
特に、キーマカレーが好評でご飯がすすみました。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【子ども運動遊び】

【和みのヨーガ】

心と体のリフレッシュする方法を体験しました。

子どもたちは、思いっきり身体を動かして楽しみました。

からだの内面も外面も「元気」になりました！
来年度も、子どもの村の事業への参加をお待ちしております。


