
平成２９年４月２３日（日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

残雪の牛岳登山に、１５組３６名の親子と１０名の一般参加者が挑戦しました。

子どもの村周辺には雪もなく、みんな元気にスタートしました。

二本杉（五合目）からは本格的な雪道を、八合目を過ぎてからは

富山平野を一望できる山頂で食べるおにぎりの味は、格別でした！

　◎主催事業「残雪の牛岳登山に挑戦」を開催しました！！！
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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。紅葉の牛岳を一緒に楽しみましょう♪

歩けない雪道を越えると頂上に到着です。みんなで頑張りました！

当日は天候に恵まれ、絶好の登山日和となりました。

さらに雪が多く残っている森の中を歩きました。この時期にしか

参加された皆さんも、大満足でお帰りになりました。



平成２９年５月１３日（土）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

まずは道具の使い方の講習です。熱心に聞く姿からやる気を感じます。

小刀ややすりを使って細かい部分を綺麗に仕上げます。集中力が素晴らしいです。

竹とんぼ、竹箸、竹スプーン、竹ぽっくり、竹笛、竹花器など、
自分たちで作った作品を持って、笑顔で記念撮影！

たくさんの素晴らしい作品に大満足です。
竹の素敵な作品を作ることができる「子どもの村」へぜひお越しください！

自分たちで作った「竹ぽっくり」で歩きました。独特の音と香りも楽しみました。

　◎主催事業「竹で作ろうマイグッズ」を開催しました！！
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

３０名の親子が参加してくださいました。



平成２９年８月１７日（木）～１８日(金)

6:00 起床
7:30 朝食
8:30 清掃・点検

9:00 ﾌｫﾄｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ

10:30 入所のつどい
オリエンテーション 11:00

11:00 自己紹介・係決め

11:20 野外炊飯 12:00 流しそうめん
カレーライス作り

14:30 竹クラフト 13:30 荷物整理
竹箸・器作り アンケート記入

17:00 夕食 14:20 退所のつどい

18:20 入浴

19:30 キャンドルサービス

20:30 振り返り

21:30 就寝

ジェスチャーゲーム

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

２日間過ごすにあたって、めあてを書きました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　◎主催事業「ワンパクキッズin子どもの村ｐａｒｔ１」を開催しました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

小学校３・４年生男女４８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１７日(木) ８月１８日(金)



　

　

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【野外炊飯 カレーライス作り】

ボランティアリーダーに教えてもらいながら食材を上手に切りました。

できたぁ～！！！

さっそくできた新しいお友達と一緒に食べるカレーは特別！！

≪１日目≫
【入所のつどい・オリエンテーション】

ワンパクキッズでがんばってほしいことや注意することを聞きました。

【自己紹介・係決め】

各班で自己紹介をし、担当する係を決めました。

～活動の様子を紹介します～



　

　

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

小刀を上手く使って作るのは大変！

自分たちで作ったカレーの味は最高においしかったです！！！

【竹箸、竹器作り】

流しそうめんで使う竹のはしと器を作りました。

のこぎりを使って器作り。まっすぐに切れたかな？

何杯もおかわりをして、たくさん食べました。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【流しそうめん】

自分たちで作ったはしと器で流しそうめん！

【２日目】

【ジェスチャーゲーム】

出されたお題を、声を出さずに体だけで表現します。思わず声が出てします場面も・・・

見ているお友達も、真剣な表情！！

ボランティアリーダーの力も借りて、楽しく表現できました。

【生活の様子】

食事の配膳も自分たちで。　夜はみんなで並んでグッスリ💤

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【退所式】

お世話になったボランティアリーダーに大きな声でお礼を言いました。

【集合写真】

新しくできたお友達と楽しい時間を過ごせたね。
本当によくがんばりました！！！

お腹いっぱい、そうめんを食べました。デザートのフルーツは、甘くて大人気！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



平成２９年８月２２日（火）～２３日(水)

6:00 起床
7:30 朝食
8:30 清掃・点検

9:00 お宝さがし
10:30 入所のつどい

11:00 自己紹介・係決め

11:20 野外炊飯 12:00 流しそうめん
カレーライス作り

14:30 竹クラフト 13:30 荷物整理
竹箸・器作り アンケート記入

17:00 夕食 14:20 退所のつどい

18:20 入浴

19:30 キャンドルサービス

20:30 振り返り

21:30 就寝

オリエンテーション

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　◎主催事業「ワンパクキッズin子どもの村ｐａｒｔ２」を開催しました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

小学校３・４年生男女４８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２２日(火) ８月２３日(水)

２日間過ごすにあたって、めあてを書きました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



　

　

【野外炊飯 カレーライス作り】

ボランティアリーダーやスタッフに教えてもらいながら準備を進めました。

もう、コツをつかんだよ！うまいもんでしょ？

やったぁ～、できたぁ～！！！

～活動の様子を紹介します～

≪１日目≫

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【入所のつどい・オリエンテーション】

ワンパクキッズでがんばってほしいことや注意することを聞きました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【自己紹介・係決め】

各班で自己紹介をし、担当する係を決めました。



　

　

　

流しそうめんで使う竹のはしと器を作りました。

のこぎりを使って器作り。まっすぐ切れたかな？

小刀を上手く使って作るのは大変！

自分たちで作ったカレーの味は最高においしかったです！！！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【竹箸、竹器作り】

さっそくできた、新しいお友達と一緒に食べるカレーは特別！！



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【生活の様子】

夜の自由時間に。かるたやトランプで交流を深めました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【２日目】

【お宝さがし】

みんなで知恵をしぼって暗号を解きました。真剣な表情でしょ？

ボランティアリーダーの協力もあり、暗号解読完了！！！

さあ、出発！雨の中でも、カッパを着て元気にお宝探しへ。

ゲットしたお宝は、アイスクリーム♪



雨の中、がんばったかいがあったね。

みんなで食べるといつもよりも、おいしいね！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【流しそうめん】

さぁ、きたきた～！取るぞ～！！！

自分たちで作ったはしと器で食べるそうめんは最高！

冷たいそうめんは、おいしいね！　こんなにとったよ～！



さあ、最後はデザートのフルーツ。見て！この真剣な表情を。

やった～、みかんを取るのに成功！

あ～、お腹いっぱい！もう、食べられないよ～。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【思い出の作品作り】

アンケートを記入した後、最後の作品作り。

２日間の思い出を、絵にしました。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【退所式】

お世話になったボランティアリーダーに大きな声でお礼を言いました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【集合写真】

新しくできたお友達と楽しい時間を過ごせた２日間。
本当によくがんばりました！！！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



平成２９年９月９日（土）～１０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

10:10 11:00 遊具あそび

12:00 昼食 12:00 昼食

13:00 森遊び 13:00

13:30 退所のつどい
16:00 野外炊飯

18:30 ナイトハイク

19:30 入浴

20:30 就寝準備

21:00 就寝

自然観察ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ

オリエンテーション

思い出お絵かきﾀｲﾑ

　◎主催事業「親子で楽しむ自然の森ｐａｒｔ１」を開催しました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

年長児とその保護者20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９日(土) ９月１０日(日)

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



「みぃ～つけたっ！」「これ何だろう？」

≪１日目≫
【アイスブレイク】

まずは自己紹介。大きな声であいさつをしました。

親子でケンケン相撲や、輪くぐりリレーで和やかに。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【自然観察ビンゴゲーム】

村内を歩き、木の実や葉っぱを探しました。

やったー！！！頑張ったみんなに、手作りのメダルのごほうびです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



【森遊び】

木登りや綱渡り、みんなで作ったブランコのおもしろさは特別！！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【野外炊飯】

親子でカレーライス作り。



外に出てみんなでそろって、いただきました。おいしいね！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪２日目≫

【自然物クラフト】

どんなものを作ろうか、考え中。

接着剤でくっつけたり、マジックで絵を書いたり。

それぞれの作品が完成です。「見て！見て！できたよ！！！」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



【遊具あそび】

シーソーやすべり台、木登りを楽しみました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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。

保護者のみなさんのご協力もあり、活動を円滑に進めることができました。

来年２月にはＰａｒｔ２を企画しています。冬ならではの活動を味わいに

ぜひ、また子どもの村へお越しください！お待ちしております！！！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



平成２９年１０月２１日（土）

紅葉真っ盛り！とは、なりませんでしたが、色づき始めの
小さな秋を見つけながら、参加者全員で牛岳登山を楽しみました。

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」を開催しました。
40名の親子・一般参加者が秋の牛岳登山に参加しました。



平成２９年１１月１１日（土）～１２日(日)

6:30 起床
7:30 朝食
8:30 清掃・部屋点検

9:00 木工クラフト

10:30 野外炊飯
11:00 入所のつどい カレーライス作り

アイスブレイク
12:00 昼食

13:00 役割分担決め 13:00 森散策・遊具遊び

13:30
14:00 振り返り

15:30 大縄跳び

17:00 夕食

18:30 キャンドルサービス

19:30 入浴

20:30 振り返り

21:30 就寝

オリエンテーション

活動の様子を紹介します。

２日間過ごすにあたって、めあてを書きました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

館内ﾌｫﾄｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ

　◎主催事業「ワンパクキッズin子どもの村ｐａｒｔ３」を開催しました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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１１日(土) １１月１２日(日)



さっそく仲良くなったお友達と一緒にお昼ごはんです。

【係決め】

各班で、担当の係を決めました。

【館内フォトオリエンテーリング】

ルール説明を聞いた後、写真の場所にあるポイントを探します。

「どこ？どこ？」「あった！」　嬉しそうな声が聞こえました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪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ました。

【昼食】



「後出しじゃんけん」。勝つのではなく負けるのが正解！思ったより難しかったね。

【夕食】

夕食からは配膳も自分たちで行いました。

しっかりと体を動かしたあとのご飯は、おいしいね！

【キャンドルサービス】

炎を見つめ、火の恵みに感謝しました。

【大なわとび・交流ゲーム】

班の仲間と協力し、一生懸命にとびました。何回とべたかな？



【交流の時間】

お風呂でもみんな仲良し！気持ち良かったね♪

トランプにオセロ。自由時間も笑顔が絶えません。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪２日目≫

【自然物クラフト】

たくさんの種類の木の実を見て、自分の作品をイメージしました。

【ジャスチャーゲーム】

体いっぱい使って、お題を表現しました。「ねえ、分かる？」



うまく、くっ付いたかな？

上手に書けてるでしょ？

それぞれの思いのこもった素敵な作品が仕上がりました。

【野外炊飯　カレー作り】

ボランティアリーダーに教えてもらいながら準備を進めました。

男女関係なく、みんなで協力しました。



「できたぁ～！！」完成です！

「おいしい？」「もちろんっ！！！自分で作ったもん！」

外でみんなで食べると、よりいっそう、おいしいね。

【森散策・遊具遊び】

お天気も良くなったので、森を散策しながら、みんなで遊びました。

「そんなに乗れないよ！」「押さないで！」元気な声が飛び交いました。



新しくできたお友達と楽しい時間を過ごせたね。
本当によくがんばりました！！！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【集合写真】

綱渡りに、木のすべり台。いつもと違う遊具を満喫しました。



平成２９年１２月１０日（日）
　◎主催事業「ハンドメイド　クリスマス」を開催しました。

小学生とその保護者の合計３７名でクリスマスリースやミニツリー、壁飾りなどを作りました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



たくさんの素敵な作品ができあがりました！！！

それぞれの思いを込めて、手作りのクリスマスグッズを作りました。

ご家庭で飾り、すてきなクリスマスをお迎えください！



平成３０年１月１３日（土）～１４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

10:00 休憩

10:15
12:00 昼食

12:00 昼食
13:00

13:00 退所のつどい
15:00 休憩

15:20

17:00 夕食

18:00

18:30 入浴

20:30 就寝準備

21:00 就寝

クロスカントリースキー

オリエンテーション

スノーキャンドル作り

スノーキャンドル鑑賞

スノーチューブそり

自己紹介をしたあと、グループに分かれてフラフープリレーを行いました。

　◎主催事業「エンジョイ！冬のアウトドア」を開催しました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

小学生とその保護者、合計３２名が、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１３日(土) １月１４日(日)

アイスブレイク

活動の様子を紹介します
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

≪１日目≫
【アイスブレイク】



【クロスカントリースキー】

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

【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。



最後は斜面で滑り台！「ひゃっほっ～い！！！」

【スノーキャンドル鑑賞】

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。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪2日目≫

【かんじきハイク】

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い雪の中もへっちゃらです。



【スノーチューブそり】

スノーチューブそり遊び！楽しすぎて、何回も何回も滑りました。

【集合写真】

親子で、楽しく雪の活動をしました。
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。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



平成３０年２月１７日（土）～１８日(日)

6:30 起床・清掃
11:00 入所のつどい

オリエンテーション 7:30 朝食

11:20 アイスブレイク 8:30

12:00 昼食 9:30

14:00 雪上ハイク
12:00 昼食

15:30

17:00 夕食 13:30 退所のつどい

18:30

19:00 入浴

20:30 就寝準備

21:00 就寝

アイスキャンディー作り

スノーチューブそり遊び

アイスキャンディー試食

スノーキャンドル鑑賞

スノーキャンドル作り

まずは自己紹介。自分の名前を大きな声で言いました。

フラフープリレーや、全身を使ったじゃんけんゲームを楽しみました。

　   ◎主催事業「親子で楽しむ自然の森ｐａｒｔ２」を開催しました。

年長児とその保護者１０組、合計２０名の参加者が、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１７日(土) ２月１８日(日)

活動の様子を紹介します。

≪１日目≫
【アイスブレイク】



【雪上ハイク】

森の中に入って、とってもいい香りのする木「クロモジ」の説明を聞きました。

「大きな氷のかたまりを見つけたよ！」「こんな木の枝、初めて見たよ！」

天然の滑り台をダイナミックに楽しみました。

すべり終えたら、斜面をかけ上がります。そして順番待ち。じょうずに並んでるね！

雪のない季節は歩けない場所を、みんなで楽しく歩きました。



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。

【夕食】

みんなそろって「いただきます！」　片付けは自分でできたよ！

【スノーキャンドル作り】

休憩中も、元気いっぱい！！！

【休憩中】



親子で協力をしてアイスキャンディー作り。上手くできるかな？

【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。

≪２日目≫

【アイスキャンディー作り】



【アイスキャンディー完成】

雪で凍らせたアイスキャンディー！うまく固まったね。お味は、どう？

【思い出のお絵かき】

２日間の思い出を、絵にしました。じょうずにかけてるね！

【アイスキャンディー試食】



天候がすぐれない時間帯もありましたが、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。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【集合写真】

親子で冬の自然体験活動を楽しみました！



平成３０年３月４日（日）

初めてのかんじき体験。雪の積もった森の中を歩き、気持ちが高まりました。

　◎主催事業「からだ元気ＤＡＹ」を開催しました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「からだ元気！」を目指して、２０名が参加しました。

【ノルディックウオーク体験】

【かんじき体験】

ノルディックウオークの事を学び、外へ出て、実際に歩いてポールのつき方を体験しました。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【昼食】

山田の特産品を使用した特別メニューです。

【ヨーガ・コンディショニング体験】

身体の歪みや緊張をリセットする方法を体験しました。ちょっと難しい！！

【集合写真】

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。


