
平成２７年４月２５日（土）
　◎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。

多くの方の参加を心よりお待ちしております！
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

残雪と新緑の牛岳に３１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。

二本杉からは本格的に雪道となり、木々の間を抜けて登っていきました。

時には滑り降りるといった、この時期ならではの体験をしました。



平成２７年５月１６日（土）
　◎主催事業「竹で作ろうマイグッズ」を行いました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

すてきなマイグッズのお土産が完成しました！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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。

親子で仲睦まじく取り組む姿も多く見られ、心のこもった作品が次々と完成しました。

自分で作った、世界に一つしかないマイグッズが勢揃い。



平成２７年８月１０日（月）～１３日(木)

　　　 作り

15:30　野外炊飯① 15:30　野外炊飯③

　◎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４６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  7:30　朝食
 8:30　牛岳登山  8:30　ﾃﾝﾄ片付け  8:30　清掃・点検

 9:30　竹箸・竹器

11:30　野外炊飯②

　　　 森遊び
10:30　入所のつどい

≪主な日程≫
８月１０日(月) ８月１１日(火) ８月１２日(水) ８月１３日(木)

12:00　昼食 　　(カートンドッグ)12:00　流しそうめん

　　　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

　　②壁飾り
　　③森遊び 15:00　退所のつどい

13:00　役割分担 13:00　選択活動
　　　テント設営 　　①竹スプーン 14:00　振り返りﾀｲﾑ

20:00　入浴

18:30　入浴 18:00　入浴 18:30　ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ

20:30　振り返り

　　(カレーライス)
17:00　夕食

　 (豚汁・おにぎり)

19:30　ナイトハイク 19:30　星空観察

活動の様子を紹介します。

 6:00　起床 6:00　起床 6:00　起床

20:40　振り返り20:30　振り返り

21:30　ﾃﾝﾄ泊就寝 21:30　ﾃﾝﾄ泊就寝 21:30　分宿棟就寝



【入所のつどい】

【アイスブレイク】

【シュラフ説明・準備】

【野外炊飯】

≪１日目≫

所員、リーダーと顔合わせをし、いよいよワイルドキャンプのスタート！

仲間のことを知るために、簡単なゲームで交流をしました。

テント泊の準備を自分で行いました。

カレーライス作りは「サイレント」！身振り手振りのみで意思疎通を図ります。

一人一人が進んで仕事をし、おいしいカレーが完成しました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



【牛岳登山】

頂上(987m)目指して、出発！

８月にしては涼しい日でした。時折、木々の間から気持ちのよい風が吹きました。

八合目のブナ林で休憩。頂上までもう少し！
まだまだ元気な様子。

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



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

昼食をとって、下山をしました。

足元を見て、一歩一歩踏みしめるようにして下りました。

全員無事に登り切りました。記念にパシャリ！

天文台の方から夏の星空やオーロラについて話を聞きました。
外に出て、望遠鏡から星を観察することもできました。

振り返りをし、２日目もテント泊。
登山をがんばっていたからか、ぐっすり眠っているようでした。

【星空観察】



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪３日目≫

森の中でロープを使い、遊び場を作り楽しみました。

ブランコでは、友達と一緒に笑顔でピース。

【森遊び】

木登りやロープ渡りなどに夢中になって取り組み、時間いっぱい体を動かしました。



【選択活動】　自分で選んだ活動に取り組みました。班以外の仲間とも交流する機会になりました。

②壁飾り作り
丸太を切り、焼印を押してできあがり。絵や模様を付け加えて完成です。

③森遊び
さらなる遊びを考え取り組みました。とてもアイディアが豊富でした。

①竹スプーン作り
小刀を使い、スプーンの形にしていきます。記念の一品が出来上がりました。



振り返りをし、３日目は分宿棟で就寝。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日が暮れるころ、キャンプファイヤーを行いました。
楽しい思い出の一つにするとともに、仲間や家族への感謝についても考えました。

最終日に向けて、みんなの気持ちが一つになった時間となりました。

【キャンプファイヤー】



【竹クラフト】

【流しそうめん】

竹箸と竹器を作りました。

竹箸作りでは、使いやすくするために、細かい部分を丁寧に仕上げていました。

竹器作りでは、切り口をまっすぐにするために、集中してのこぎりをひきました。

作ったばかりの竹箸と竹器で、そうめんを味わいました。

作った食器で、みんなと食べるそうめんはおいしかったようで、きれいに食べ切りました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪４日目≫



【振り返りタイム】

【退所のつどい】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

たくさんの楽しい思い出ができました。

参加されたご家族におかれましては、荷物等の準備や
お子様の送迎、見送りなどしていただきありがとうございました。
ご協力のお陰で、無事に事業をやり遂げ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。

４日間、立派に成長しましたね！

すいかも食べました。種飛ばしも思い出の一つになりましたね。

楽しかったワイルドキャンプ、お別れを迎えます。
最後までしっかりと話を聞いて、立派に終えました。

４日間の楽しかったことや挑戦したこと、成長したことを
班ごとに一人ひとり発表をしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



平成２７年８月１９日（水）～２０日(木)

6:00 起床
7:30 朝食
8:30 清掃・点検

9:00 竹箸作り

10:30 入所のつどい
オリエンテーション 10:30 野外炊飯

12:00 昼食
12:30 五右衛門風呂入浴

13:00 役割分担決め

14:00 森遊び 14:00 振り返り

15:00 退所のつどい

17:00 夕食

18:00 入浴

19:30 ナイトハイク

20:30 振り返り

21:15 就寝

　◎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４５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１９日(水) ８月２０日(木)

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



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

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。

【アイスブレイク】

【昼食】

食事の時間も、仲間と楽しく過ごしていました。

【森遊び】

ロープの使い方、注意事項を確認し、森遊びを開始！

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。



協力して遊び場を作りました。自分たちで作った遊び場を満喫していました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【就寝】

自分で布団を敷き、寝る準備はばっちりです。おやすみなさい。



【野外炊飯】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪２日目≫
【竹箸作り】

持ちやすく、食べやすくするために、竹を削り形を整えました。
できあがった竹箸は、早速野外炊飯で使いました。

作り方の説明を聞いて、役割分担を決めました。
ねぎを切る人、火を起こす人など一人一人仕事を担当しました。



【五右衛門風呂】

少し狭い？仲間との楽しい入浴となりました。汗を流してすっきり！

【退所のつどい】

あっという間の一泊二日。いよいよ仲間ともお別れです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

班で協力して完成させました。自分で作った竹箸で食べるとおいしさアップだったようです。



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

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

初めて宿泊したお子さんもいたでしょうが、
ご家族のご協力のお陰で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。



平成２７年８月２７日（木）～２８日(金)

6:00 起床
7:30 朝食
8:30 清掃・点検

9:00 竹箸作り

10:30 入所のつどい
オリエンテーション 10:30 野外炊飯

12:00 昼食
12:30 五右衛門風呂入浴

13:00 役割分担決め

14:00 森遊び 14:00 振り返り

15:00 退所のつどい

17:00 夕食

18:00 入浴

19:30 ナイトハイク

20:30 振り返り

21:15 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２７日(木) ８月２８日(金)

活動の様子を紹介します。



ブランコ作りや木登りなど、様々な森での遊びを楽しみました。

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

【森遊び】

所長からワンパクキッズのねらいを聞き、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】

いくつかゲームを行い、お互いのことを知る機会となりました。

【昼食】

ワンパクキッズ最初の食事。片付けも上手でした。



【夕食】

いっぱい遊ぶとお腹が減ります。夕食もきれいにペロリ！

【ナイトハイク】

こちらは日中の様子。夜の森はどのような様子だったのでしょうか？
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



【野外炊飯】

火の焚き付けから、湯を沸かし、そうめんを茹でました。
慣れないことでも、仲間と協力してがんばりました。

小刀、やすりなどを使って、箸の形を作りました。
持ちやすく、食べやすいような箸になるように、集中して取り組みました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪２日目≫
【竹箸作り】



体育室や談話室で、思い思いに過ごしていました。

【退所のつどい】

楽しい思い出はできましたか？また来てくださいね！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【休憩の様子】



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

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

天候に恵まれ、無事に全日程を終えることができました。
ご家族のご協力もあり、お子さんたちは元気に過ごしていました。

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。

夏休みの思い出の一つになりましたね。



平成２７年９月１２日（土）～１３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

15:30 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１２日(土) ９月１３日(日)

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



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

【入所のつどい】

秋の子どもの村の魅力と注意事項を聞きました。さぁ、活動スタート！

【アイスブレイク】

体を動かしたり、じゃんけんゲームをしたりして参加者同士交流しました。

【自然観察ビンゴゲーム】

問題となっている葉や木の実を親子で探しました。



子どもたちは森散策をし、葉や木の実を集めました。自然物クラフトで使ってみようかな。

ビンゴはできたかな？葉の特徴や違いについての解説を聞きました。

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。

【森遊び】

【昼食】



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。

おうちの人と一緒に、できることをお手伝い。がんばっていましたね。

【野外炊飯】



外に出てみんなでそろって、いただきます！

【キャンドルサービス】

初めて体験した子どもが多い中、ゲームなどで盛り上がりました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



もう少しでできあがりかな？

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

【自然物クラフト】

時には切ったり、削ったりしながら進めます。

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ています。

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。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



秋の子どもの村を満喫できました。
親子で自然体験活動を楽しみました！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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られたことが印象的でした。

来年２月にはパート２を計画しています。またのご参加、お待ちしております。



平成２７年１０月２４日（土）

紅葉で色鮮やかに染まった牛岳の自然を楽しみました。
多くの方のご参加、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、54名の親子・一般参加者が牛岳登山に参加しました。



平成２７年１１月７日（土）～８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

12:00 昼食 12:00 昼食

13:00 役割分担決め

13:40 森遊び 13:45 振り返り

14:15 退所のつどい

15:40 野外炊飯

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４２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７日(土) １１月８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。

【昼食】

昼食も仲間と仲良く楽しく。

【森遊び】



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。

【野外炊飯】

今回のメニューはカレーライス。役割分担をして調理開始！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おいしそうなカレーが完成！いただきます！
残さずきれいに食べキリン！



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

思い出も詰まった作品になったようですね。

≪２日目≫
【木工クラフト】

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。



【昼食】

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！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宿泊最後の食事。おいしく食べていました。

【退所のつどい】

楽しい思い出はできましたか？また来てくださいね！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

季節的なこともあり、参加に際して多くの準備があったことでしょうが、
ご家族のご協力のお陰で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２７年１１月１４日（土）～１５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

12:00 昼食 12:00 昼食

13:00 役割分担決め

13:40 森の散策 13:45 振り返り

14:15 退所のつどい

15:40 野外炊飯

19:00 入浴

20:00 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４」を行いました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
小学校３・４年生男女３６名の参加者が、秋が深まる子どもの村で野外体験活動を楽しみました。

≪主な日程≫
１１月１４日(土) １１月１５日(日)



ところがあいにくの雨…そこで木工クラフトで使う木の実などを拾いに出かけました。

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

所長から「協力しあって楽しい二日間にしてください」と激励を受けました。

【アイスブレイク】

はじめにいくつかのゲームに挑戦。仲間と交流しました。

【昼食】

午後の活動に向けて、仲間と楽しく昼食をとりました。

【森の散策】



落ち葉や木の枝など、自然の物をたくさん見つけていました。明日が楽しみですね。

【野外炊飯】

材料を切る、火を起こすなど役割を相談し、協力して調理しました。

完成！みんなでそろっていただきます！
それぞれの班がおいしくできました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪２日目≫
【木工クラフト】

野外体験活動の思い出にクラフトを作りました。
木の実を選び、文字や顔をデザインしました。

一人一人の個性が出た作品に仕上がりました。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【退所のつどい】

たくさんの思い出ができた宿泊になりました。また来てくださいね！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

天候が心配され、保護者の方におかれましては参加に際して多くの準備をされたことでしょう。
ご協力のお陰もありまして、無事に二日間の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。

仲間と楽しく過ごしましたね。
２日間、がんばりました！

ボランティアリーダー、友達との仲が深まる時間となっていました。

【休憩】



平成２７年１２月１２日（土）

ひとつひとつ工夫が見られ、すてきなハンドメイドグッズが完成しました！
ぜひ各家庭で飾ってください！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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

親子でクリスマス・お正月の装飾作りに励みました。

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。

門松作りでは、竹を切り飾りつけをしました。細かい飾りを丁寧に作りました。

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



平成２８年２月１３日（土）～１４日(日)

6:00 起床・清掃

7:30 朝食

8:50 アイスキャンディー
11:00 入所のつどい 作り

オリエンテーション 9:20 木工オブジェ作り

12:00 昼食 12:00 昼食
アイスキャンディー

13:30 雪上ハイク 試食

13:00 退所のつどい
15:00 スノーキャンドル

作り

17:00 夕食

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。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
年長児と小学校1・2年生、その保護者１３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１３日(土) ２月１４日(日)

活動の様子を紹介します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



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】

親子・参加者同士で体を動かしたり、じゃんけんゲームをしたりして交流しました。

【雪上ハイク】

雪で覆われた森の中へ。

【昼食】

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。

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



【夕食】

体をたくさん動かしたので、お腹が空いていたようです。

自然の遊び場！雪の滑り台を満喫しました！

【スノーキャンドル作り】

雪を集めて、形を作って仕上げました。夜の点灯が楽しみ♪



【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。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――



雪を利用してアイスキャンディーを作りました。できあがりが楽しみです♪

【木工オブジェ作り】

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

【アイスキャンディー作り】

子どもの村のお土産を作りました！思い出の作品ができあがりましたね。



待っていたアイスキャンディーの試食。お味はいかがでしょうか？

【アイスキャンディー試食】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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。
親子で自然活動を満喫し、楽しんでいる様子を見られたことが印象的でした。
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。

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２８年３月５日（土）

からだの内面も外面も「元気」になりました！
ぜひまた子どもの村の事業へ参加してください！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　◎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、27名が参加しました。

周辺の自然を楽しみながら、ウオーキングに汗を流しました。

牛岳温泉植物工場を見学やエゴマ講座に参加しました。昼食でエゴマ料理を堪能しました。

午後は和みのヨーガを体験！


