
平成３１年４月２１日（日）
「残雪の牛岳登山に挑戦！」を開催しました！

小学生１６名を含む５１名が残雪の牛岳登山に挑戦しました！

まずは、子どもの村から登山道を目指します。

登山道が近づき、雪が出てきました。

ここからは登山道へ。休憩を挟みながら山頂を目指します。



子どもの村に到着！「着いた～！」

雪が残る牛岳の自然に触れながら、登山を楽しみました。
秋にも牛岳登山を開催します。一緒に紅葉の登山を楽しみましょう！

山頂へ到着！やった～！

お昼ご飯を食べて、休憩したら下山です。慎重に下りて行きます。



令和元年５月１１日（土）
「アウトドア竹クッキング」を開催しました！

47名の親子が参加しました。

のこぎりとのみを使い、竹飯ごうを作ります。

作った竹飯ごうでたけのこご飯！上手に炊けるかな？



たけのこご飯が完成しました！

手作りの竹飯ごうで作ったたけのこご飯、大成功でした！
皆さん満足していただけたようでよかったです。

ぜひ、また子どもの村へお越しください。

青空の下、お昼ごはんを食べました！「美味しい～！」
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竹飯ごう作り

片付け、休憩

入浴

星空観察（体育室前～多目的広場）

一日の振り返り（体育室）

就寝準備

テント泊・就寝

竹クッキング（みそ飯、豚汁)

自由時間

（体育室、研修室、談話室）

休憩

令和元年７月２５日（木）～２７日(土）
主催事業「ワイルドキャンプ in 子どもの村」を開催しました！！

小学校５・６年生の男女４８名の参加者が、２泊３日の野外活動を体験しました！

【主な日程】

昼食、休憩

（子どもの村→若土橋）

川遊び（若土橋周辺）

子どもの村周辺ハイキング テント、シュラフ撤収

活動準備 活動準備、清掃

テント設営

テント、シュラフ干し

朝食（食堂） 朝食（食堂）

７月２５日（木） ７月２７日（土）７月２６日（金）

起床、洗面、着替え 起床・洗面・着替え

　

受付開始 森遊び（ワイルドゾーン）

入所式・オリエンテーション

室内レクリエーション

係決め

荷物整理、アンケート記入

屋外ドラム缶風呂 退所式

子どもの村へ移動開始

（若土橋周辺→子どもの村） 片付け

昼食（おにぎり弁当） 急流そうめん流し

川遊び（若土橋周辺）

夕食

解散

就寝準備

テント泊、就寝

一日の振り返り（体育室）

キャンプファイヤー

（キャンプファイヤー場）

【入所式・室内レクリエーション】



入所式の後は、室内レクリエーション。自己紹介をして、仲良くなるためのゲームをします。

【テント設営】

テントの張り方を聞いて、班ごとに張っていきます。
途中、雨が降ってきましたが、無事にテントを張ることができました！

【竹飯ごう作り】

この後の竹クッキングで使う竹飯ごうを作ります。上手にのこぎりを使えるかな？

【竹クッキング】



調理開始です。班で協力してみそ飯と豚汁を作っていきます。

完成した班から皿に盛りつけていきます。

おいしいみそ飯と豚汁が出来上がりました！！

完成！



【星空観察】

曇り空のため星が見えなかったのですが、星や惑星の面白い話をたくさん聞くことができました。

～２日目～
【子どもの村周辺ハイキング】

子どもの村から若土橋までの４.9㎞を歩きます！

山田の自然を感じながら進んでいきます。

若土橋に着きました！まずは川遊びのルールや浮き方の説明を聞きます。

泳いだり、タイヤチューブで浮いたりして遊びました。



【ドラム缶風呂】

川遊びの後は、ドラム缶風呂を体験しました。

【キャンプファイヤー準備】

明るい時間にキャンプファイヤーの準備をしました。

【キャンプファイヤー】

暗くなり、キャンプファイヤーの開始です。代表者が薪に火をつけます。

ゲームでは特にジェスチャーゲームが盛り上がりました！

キャンプファイヤーが終わり、多目的広場へ行くと、前日は見れなかった星がきれいに見えました！



ロープや板を使ってターザンロープ、ブランコ、綱渡りなどを作って遊びます！

【急流そうめん流し】

最後は待ちに待ったそうめん流し！真剣な表情でそうめんを取ります！

【森遊び】

～３日目～



～子どもたちの感想～

○室内レクリエーション
　・フラフープを使ったゲームが楽しかった。

○テント設営
　・みんなで協力してテントを張ることができてよかった。

　・大きなテントを張れるか不安だったけど、ちゃんとできてよかった。

○竹飯ごう作り、竹クッキング

　・竹を切ったり、金具を通したりして難しかったけど、上手にできた時はいつもの野外炊飯よりも
　　何倍もうれしくて、達成感があった。

　・道具から自分たちで作るのは、やりがいがあった。

○星空観察
　・星は見られなかったけど、話が面白かったし、望遠鏡をのぞけてよかった。

○川遊び

　・歩いていく道のりは大変だったけど、その後の川遊びでは、大変だったことも忘れて
　　遊べるほど楽しかった。

　・タイヤチューブに乗ったり、水切りをしたりして楽しかった。

　・水生生物を見つけて捕まえるのが楽しかった。

○ドラム缶風呂体験
　・なかなかできない体験で心に残った。

　・とても気持ちよかった。

○キャンプファイヤー
　・いろいろなゲームやものまねがとても楽しかった。
　・火がきれいだった。

○森遊び
　・自分が作りたい物をその場で作ることができて楽しかった。

　・迫力やスリルがあって楽しかった。

○急流そうめん流し
　・いろいろな物が流れてきて、みんなで楽しく食べることができた。

【集合写真】

新しいお友達や、初めての体験した活動のこと。
いつまでも忘れないで、大切な思い出としてください。

３日間、本当によく頑張りました！



6:30

7:30

8:15

8:30

9:00

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

13:00

13:15

13:30

14:00

14:30

15:00

18:30

19:00

20:00

21:00

21:30

令和元年８月７日（水）～８月８日（木）
ワンパクキッズin子どもの村［パート１］を開催しました！

小学校３・４年の男女４８名の参加者が、１泊２日の野外活動を体験しました！

８月７日（水） ８月８日（木）

起床、洗面、着替え

【主な日程】

荷物まとめ

朝食（食堂）

健康観察

清掃

記念撮影 片付け

森遊び

クラフト（ピロティ―）

知恵の輪作り

受付開始

入所式・オリエンテーション

室内レクリエーション クラフト終了・片付け

係決め そうめん流し

昼食、休憩

布団の使い方説明

就寝準備

ナイトハイク（ワイルドゾーン）

荷物整理・アンケート記入

退所式

森遊び終了・片付け 解散

野外炊飯（カレーライス作り)

２日間のめあてを旗に書きました！

入浴

健康観察・振り返り

就寝・消灯



入所式の後は室内レクリエーション。すぐに仲良くなりました！

【森遊び】

ロープや板を使って遊び場を作っていきます。

班の友達と協力してブランコやターザンロープを作りました！

～１日目～
【入所式・室内レクリエーション】



【野外炊飯】

野外炊飯ではカレーライスを作りました。

上手に作れるかな？

火加減もいい感じです！

盛り付けまできました。もう少しで出来上がりです！

おいしいカレーライスができあがりました！

完成～！



～２日目～
【クラフト】

クラフトでは、知恵の輪を作りました！

【そうめん流し】

最後はそうめん流し！



～子どもたちの感想～
○森遊び

　・友達とターザンロープやブランコを作って楽しかった。

　・ブランコがクルクル回るのが楽しかった。

　・ロープを木に引っ掛けるのが楽しかった。

○野外炊飯（カレーライス作り）

　・みんなで作ったカレーがおいしかった。

　・野菜を切るのが楽しかった。

　・火に薪を入れるのが怖かったけど、慣れてくると楽しかった。

○ナイトハイク

　・スリルがあって楽しかった。

　・暗闇の中を歩くのが楽しかった。

　・暗いところを友達と懐中電灯で照らして歩くのが楽しかった。

○クラフト

　・やすりで削ったり、絵を描いたりするのが楽しかった。

　・自分で知恵の輪を作って、お店で売っているみたいにできてよかった。

○そうめん流し

　・そうめんをたくさんとれてよかった。

新しくできたお友達と一緒に、色んな事を体験しました。
いつまでも忘れないで、大切な思い出としてください。

２日間、本当に頑張りました！

　・上手にそうめんやフルーツを取れるようになって嬉しかった。

○その他

　・友達ができてよかった。

　・知恵の輪ができるようになってよかった。

　・班で行動しているとき、列から外れている人がいて困った。

【集合写真】
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令和元年８月２１日（水）～８月２２日（木）
ワンパクキッズin子どもの村［パート２］を開催しました！

小学校３・４年の男女４７名の参加者が、１泊２日の野外活動を体験しました！

【主な日程】

８月２１日（水）

受付開始

入所式・オリエンテーション

室内レクリエーション

係決め

昼食、休憩

クラフト（ピロティ―）

知恵の輪作り

クラフト終了・片付け

野外炊飯（カレーライス作り)

布団の使い方説明

キャンドルサービス

入浴

健康観察・振り返り

就寝準備・消灯

８月２２日（木）

起床、洗面、着替え

荷物まとめ

朝食（食堂）

健康観察

清掃

紙フリスビー作り（体育室）

活動終了・片付け

そうめん流し

片付け

荷物整理・アンケート記入

退所式

解散

２日間のめあてを旗に書きました！



【クラフト】

クラフトでは、知恵の輪を作りました！

自分たちで焼印をしました！加減が難しい…！

穴あけにも挑戦しました！

好きな絵や文字を書いて、自分だけの知恵の輪です！

～１日目～
【入所式・室内レクリエーション】

入所式の後は室内レクリエーション。初めて会う友達ばかりでしたが、笑顔であふれていました！



班のみんなと協力して、野菜を切っていきます。

火加減バッチリです！

おいしいカレーライスができあがりました！

【キャンドルサービス】

ロウソクに灯る火がとてもきれいでした。

【野外炊飯】

野外炊飯ではカレーライスを作りました。

完成～！



【そうめん流し】

最後の活動はそうめん流しです。

そうめんをたくさん食べられました！

～２日目～
【紙フリスビー作り】

画用紙と新聞紙を使って、フリスビーを作っていきます。

水の入ったペットボトルに向かって投げます！当たるかな？



新しくできたお友達と楽しい時間を過ごせました。
いつまでも忘れないで、大切な思い出としてください。

２日間、本当に頑張りました！

【集合写真】

　・友達と点数を競い合うのが楽しかった。

　・新聞紙を丸くしていくのが難しかった。

○そうめん流し

　・そうめんをお腹いっぱいに食べることができた。

　・家ではできない竹のといを使ったそうめん流しをすることができてよかった。

○その他

　・新しい友達ができてよかった。

　・自分勝手な行動をする人がいて嫌だった。

　・雨が降って、ワイルドゾーンやナイトハイクに行けなくなって残念だった。

○野外炊飯（カレーライス作り）

　・班で協力してとても上手にできた。

　・いつもは人に任せっぱなしだったので、自分も役に立ててよかった。

　・野菜や肉を切ったり、ルーを鍋に入れるのが楽しかった。

○キャンドルサービス

　・ロウソクの火がとてもきれいだった。

　・火の神の役をして、とても緊張した。

○紙フリスビー作り

　・投げたり飛ばしたりして、的に当てるのが楽しかった。

～子どもたちの感想～
○室内レクリエーション

　・友達ができるか不安だったけど、室内レクリエーションで２人の友達ができた。

○クラフト

　・紙やすりで磨いて、表面がツルツルになるのが嬉しかった。

　・世界で１つだけの知恵の輪を作ることができてよかった。



令和元年９月２８日（土）
「親子で楽しむ自然の森　パート１」を開催しました！

年長児とその保護者１４家族３２名が自然体験活動を楽しみました。

【室内レクリエーション】
じゃんけん列車や班ごとで自己紹介をしました。

【野外炊飯】
山田の特産品である「じゃがいも」を使ったポテトパンケーキを作りました！

おいしく焼けたかな？

ポテトパンケーキが完成しました！



【森遊び】
午後からはワイルドゾーンで森遊びです！

親子で協力して遊具を作りました！

【メダル授与・退所式】

１日の活動を頑張った子供たちに、メダルと写真を渡しました！

自然の中での親子でのふれあい。より一層親子の絆が深まったと思います。
この１日のことを忘れないで大切な思い出としてください。

また、子どもの村へ来てください。職員一同お待ちしております。



令和元年１０月５日（土）

最初は全員でじゃんけん列車をしました。その後、班ごとで自己紹介をしました。

【野外炊飯】
山田産の「じゃがいも」を使い、ポテトパンケーキを作りました！

子供達は、意欲的に調理に取り組みました！

完成しました！やったぁ！

「親子で楽しむ自然の森　パート２」を開催しました！

年長児とその保護者１８家族３６名が自然体験活動を楽しみました。

【室内レクリエーション】



１日の活動を終え、頑張った子供たちにメダルと写真を贈りました！

今回の体験を通して、親子の絆がより一層深まったように感じました。
この日のことを大切な思い出としてください。

ぜひまた子どもの村にお越しください。お待ちしております！

【森遊び】
次は森遊びです。何を作ろう？

ブランコやターザンロープでたくさん遊びました！
【メダル授与・退所式】



令和元年１０月２６日（土）
「紅葉を楽しむ牛岳登山」を「館内活動」に変更して開催しました。

当日の早朝、子どもの村周辺に熊の目撃情報があったため、所内での活動に変更しました。

３０名の参加者が所内での活動を体験されていきました。

【館内フォトオリエンテーリング】

写真を頼りに、館内に隠されたポイントを探していきます。

【木工オブジェ作り】

輪切りにした丸太とばねを使って、オブジェを作ります。
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【集合写真】

急遽室内での活動に変更となったのですが、楽しんでいただけたように思います。
来年度も春と秋に牛岳登山を実施する予定です。ぜひ、リベンジに来てください！

職員一同、お待ちしております！
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6:30 起床・洗面

荷物まとめ・ふとん片付け
7:30 朝食
8:15 健康観察
8:30 清掃（各分担場所）

9:00 自然物クラフト

 （ピロティ―）
10:30 受付開始 クラフト終了・片付け
10:50 野外炊飯
11:00 入所式  （カレーライス作り）
11:20 室内レクリエーション

係決め
12:00 昼食

13:15 片付け
13:30 森遊び（ワイルドゾーン） 荷物整理・アンケート記入
14:00 退所式
14:15 森遊び終了・片付け 解散

記念さつえい
15:45 落ち葉・木の実拾い

17:00 夕食

18:30 ナイトハイク
 （ＫＯＲＯりんの森）

19:30 入浴

20:30 健康観察、振り返り

21:30 就寝・消灯

２日間のめあてを旗に書きました！

令和元年１１月９日（土）～１１月１０日（日）
ワンパクキッズin子どもの村［パート３］を開催しました！
小学校３・４年の男女５３名の参加者が、１泊２日の野外活動を体験しました！

【主な日程】

　１１月９日（土） 　１１月１０日（日）



【落ち葉・木の実拾い】

２日目の自然物クラフトで使う木の実を拾いました。

どんぐり、松ぼっくり、小枝。いろいろな種類の木の実がありました。

～１日目～
【入所式・室内レクリエーション】

入所式後の室内レクリエーションでは全身を使ったじゃんけんをしました！

【森遊び】

午後の活動は森遊びです。

ブランコや綱渡りを作りました！

秋色に染まった森の中も満喫しました。



【ナイトハイク】

日が落ちてから夜の森へ。ＫＯＲＯりんの森から見る夜景がとてもきれいでした。

～２日目～
【自然物クラフト】

１日目に拾った木の実を使って、コルクボードにアート作品を作ります。

集中して作品を作りました。

【野外炊飯】

班のみんなと協力してカレーライスを作りました！

おいしいカレーができるかな？

すべての班がカレーライスを完食しました！



～子どもたちの感想～
○室内レクリエーション

　・普通のじゃんけんじゃなくて、体を使ったじゃんけんがおもしろかった。

　・じゃんけんをしたり、自己紹介をしたりして楽しかった。

○森遊び

　・初めて木登りをすることができた。

　・協力していろんな遊具を作れて楽しかった。

　・自分で遊具を作ることができてよかった。

○ナイトハイク

　・普段は歩けない夜の森を歩くことが楽しかった。

　・最初は怖かったけど、山から見る街の景色がこんなにもきれいなんだと思った。

　・ライトを消して見た星がきれいだった。

○クラフト

　・自分がいいなと思う木の実や葉っぱがたくさんあって楽しかった。

　・みんなと一緒に木の実をたくさん拾うことができた。

○野外炊飯

　・みんなと協力しておいしいカレーを作ることができた。

新しくできた友達と一緒に、初めての体験をたくさんしました。
この日のことを忘れず、大切な思い出としてください。

みなさん、本当によく頑張りました！

　・みんなが作り方を教えてくれて上手に作れた。

　・ジェスチャーで会話しながら作るのが楽しかった。

○その他

　・たくさんの友達ができてよかった。

　・みんなと楽しく活動することができた。

　・またワンパクキッズに参加したい。

【集合写真】



令和元年　１２月７日（土）
「ハンドメイドクリスマス　パート１」を開催しました。

４５名の参加者がリースやオブジェを作りました。

【リース・オブジェ作り】

【中央児童館とのコラボ ～ミニツリー・帽子作り～】

今年度初めて

中央児童館と

コラボしました！



【完成した作品】

素敵な作品が出来上がりました！

【集合写真】

思い思いの手作りクリスマスグッズが完成しました。
また、今回は初企画として中央児童館と合同で実施し、大変好評をいただきました。

作った作品をぜひご自宅に飾ってください。たくさんの方のご参加ありがとうございました！



令和元年　１２月１４日（土）
「ハンドメイドクリスマス　パート２」を開催しました。

２７名の参加者がリースやオブジェを作りました。

【リース・オブジェ作り】

【中央児童館とのコラボ ～ミニツリー・帽子作り～】

今年度初めて

中央児童館と

コラボしました！



【完成した作品】

思い思いの作品が完成しました！

【集合写真】

オリジナルのクリスマスグッズが完成しました。どれも素敵な作品に仕上がりました！
また、中央児童館とのコラボ企画も大変好評いただきました。ありがとうございます。

作った作品をぜひご自宅に飾って楽しんでください。



令和２年１月１８日（土）～１９日（日）

6:30

7:30

9:00

10:30

10:45

11:00

12:00

13:00

13:15

13:20

13:30

14:30

15:00

15:45

17:00

18:00

18:45

19:20

19:30

21:00

21:30

親子で楽しむ自然の森パート３を開催しました！

積雪不足のため、一部活動内容を変更して実施しました。
年長児とその保護者１１家族２２名が自然体験活動を楽しみました。

【主な日程】
１月１８日（土） １月１９日（日）

起床・洗面・布団片付け

朝食・休憩【食堂】

紙フリスビー作り【体育室】

　　　　

受付開始【体育室】 　　　　

雪遊び【体育室前】

入所式【体育室】

なかよしタイム【体育室】

昼食・休憩【食堂】 昼食・休憩【体育室】

アンケート記入【体育室】

退所式・メダル授与【体育室】

解散

自然観察散策

【作業場→ワンパクゾーン→ワイルドゾーン】

記念写真撮影【多目的広場】

休憩【作業場】

アイスキャンディー作り【作業場】

缶キャンドル作り【作業場】

夕食・休憩【研修室】

缶キャンドル作り【作業場】

お絵かきタイム【研修室】

缶キャンドル鑑賞【作業場】

入浴・アイスキャンディー実食

就寝準備【分宿棟】

消灯・就寝【分宿棟】

＜１日目＞
【なかよしタイム】

自己紹介をして、親子で体を使ったゲームをしました。



【自然観察散策】

村内を散策しながら木の実拾いもしました。

松ぼっくりやどんぐり、栗のイガなど拾いました。

袋いっぱいに木の実を拾いました！

【アイスキャンディー作り】

アイスキャンディーは牛岳５合目付近の雪を使って凍らせました。

おいしいアイスキャンディーができますように！！

【缶キャンドル作り】

まずはペンで下書きをします。どんなデザインにしようかな？

カマキリの

卵を発見！



金づちと釘を使って缶に穴を開けていきます。

缶キャンドルに火を灯すのは暗くなってからのお楽しみです。

【お絵かきタイム】

丸太に絵や文字を書きました。

【缶キャンドル鑑賞】

暗くなってから作った缶キャンドルに火を灯しました。

どの作品もキレイに輝いていました。

これで

いいかな？



【アイスキャンディー実食】

作ったアイスキャンディーを食べました！

「おいしい～！」

＜２日目＞
【紙フリスビー作り】

新聞紙と画用紙を使い、紙フリスビーを作りました。

紙フリスビーが完成し、的当てゲームをしました！

的をよく狙って！



赤とんぼ広場から夜中に降った雪を運び入れ、雪遊びをしました！

【雪遊び】

雪の量は多くなかったのですが、

少しでも雪遊びをすることができて

よかったです！！



【休憩時間】

休憩時間でも元気に遊びました！

【退所式・メダル授与】

２日間の活動を最後まで頑張った子供たちにメダルと写真を渡しました。

【集合写真】

暖冬の影響で雪が少なく、予定していた活動のほとんどができませんでしたが、
１日目の夜中に降った雪で遊ぶことができました！

来年こそは雪の活動が出来ると信じ、また冬の子どもの村にお越しください！
２日間、本当にありがとうございました！



令和２年２月１５日（土）～１６日（日）

6:00

7:30

8:45

10:00

10:30

10:45

12:00

13:00

13:20

13:30

14:40

15:10

17:00

18:00

19:15

19:30

21:00 消灯・就寝【分宿棟】

＜１日目＞
【室内レクリエーション】

新聞じゃんけん、ボール運び、ジェスチャーゲームをしました！

館内フォトOL【体育室から】

スノーキャンドル鑑賞

入浴・休憩【管理棟・分宿棟】

スノーキャンドル作り【体育室前】

夕食・休憩【食堂】

そり遊び【牛岳温泉スキー場】
退所式【体育室】
解散

休憩

ボッチャ体験【体育室】

昼食・休憩【食堂】 昼食・休憩【食堂】
アンケート記入等【体育室】

受付開始【体育室】

入所式【体育室】
室内レクリエーション【体育室】

朝食・休憩【食堂】

コースター作り【作業場】
マシュマロ焼き【ピロティ】

エンジョイ！冬のアウトドアを開催しました！

積雪不足のため、一部活動内容を変更して実施しました。
小学生とその保護者８家族１６名が参加しました。

【主な日程】
２月１５日（土） ２月１６日（日）

起床・洗面・布団片付け



【そり遊び】

牛岳温泉スキー場へ行き、そり遊びをしました。

「うわぁ！」バランスをとるのが難しい！！

お父さんやお母さんとも一緒に滑りました！

友達とも一緒に滑りました！楽しい！



写真を頼りにポイントを見付けていきます。

【スノーキャンドル鑑賞】

昼に作ったスノーキャンドルに火を灯しました。

どの作品もきれいでした。

【スノーキャンドル作り】

休憩の後、子どもの村でスノーキャンドル作りをしました。

暗くなってからキャンドルに火を灯します。

【館内フォトオリエンテーリング】



＜２日目＞
【コースター作り・マシュマロ焼き】

最初はコースターを作りました。

コースター作りの後は、マシュマロを焼いて食べました！

できた～！



パラリンピックの正式種目である「ボッチャ」を体験しました。

【集合写真】

　今年は雪が少なく、一部活動内容を変更しての実施となりました。
牛岳スキー場でそり遊び・所内でのスノーキャンドル作りを楽しみました！
どの活動も楽しんでもらえてよかったです。
また、みなさんの参加をお待ちしております。ありがとうございました。

【ボッチャ体験】



「からだ元気ＤＡＹ」の中止について

３月１日（日）に開催を予定しておりました

「からだ元気ＤＡＹ」は、新型コロナウイルスの

感染が拡大している現状を鑑み、ご応募して

くださった皆様の健康・安全面を第一に考慮した

結果、中止することといたしました。


