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幼児キャンプ 長期キャンプ

横瀬町寺坂棚田にて、お米作りを体験できます。名栗げんき
プラザの大人気イベント！田んぼの中でゆったりとした時間を
過ごしましょう。※通年コース（年6回）

幼児から中学生までを対象とした子どもだけのキャンプ
イベントです。名栗の自然の中で、初めて出会うお友達
と様々な活動を行います。

「棚田で米作り体験教室」

いきいき体験活動事業
※本事業は、障がいのある方と一般の

方との交流事業です。

年間スケジュール 日程

① みんなで田植え 5月31日（土）

② 稲の成長を助ける！草取り 7月6日（日）

③ お米を守る！かかし作り 8月2日（土）

④ 稲刈り作業と天日干し 9月27日（土）

⑤ 脱穀作業とわら細工 10月18日（土）

⑥ 収穫祭★新米を食べよう 11月2日（日）

第5回飯能市長杯

チャレンジ釣り大会
名栗にある、有間渓谷観光釣場

にて、渓流釣りの大会を楽しみま
しょう！

イベント名
幼児キャンプ
わくわく♪名栗の森でだいぼうけん

日程 6月28日（土）～29日（日）

対象 4～6歳 ※未就学児

参加費 5,000円/１名

申込締切 5月28日（水） ※抽選

イベント名 名栗サマーキャンプ

日程

①8月20日（水）～22日（金）
②8月22日（金）～24日（日）
③8月24日（日）～26日（火）

対象 小学4年～中学3年生

参加費 10,200円/１名 ※2泊3日分

申込締め切り 7月13日（日） ※抽選

8月20日からの1週間、毎日

日替わりで、プログラムが展
開していきます。
※内容の詳細は、Webページを
ごらんください。

①～③まで全ての回の申し込
みも可能。2泊3日から 大6泊7
日までチャレンジできます。
※ただし、受付は抽選です。

イベント名 ほくほくピザ焼き体験 ひんやり流しそうめん

日程 5月17日（土） 8月30日（土）

対象
小・中・特別支援学校の生徒と
その家族

小・中・特別支援学校の児童生
徒とその家族

参加費 1,000円/１名 1,000円/１名

申込締切
5月3日（土）
※申込が定員を超える場合は抽選
となります

8月16日（土）
※申込が定員を超える場合は抽選
となります

イベント名 棚田で米作り体験教室

対象 親子

参加費 年会費 5,000円/1名

申込締切
5月13日（土）
※申込が定員を超える場合は抽選となります

イベント名
第5回飯能市長杯

チャレンジ釣り大会

日程 6月1日（日）

対象 一般（どなたでも）

参加費 3,000円/１名

申込締切
当日まで申込可能
※定員になるまで受け付けます

子どもキャンプ♪

名栗の自然の中で、アウトドアクッキングを
楽しみましょう。名栗の人気プログラム、ドラ
ム缶ピザと流しそうめんを体験できます！

わくわく未来事業

横瀬町の寺坂棚田で伝統的なお米作り
を体験できます。田んぼの中でゆったり、
のんびりしたひと時を過ごしましょう♪

※本事業は、登校に悩むお子様とご家族
向けのイベントです。

イベント名 ①みんなで田植え
②稲刈り作業と

天日干し

日程 5月30日（金） 9月26日（金）

対象
登校に悩む児童・生徒と

その家族
登校に悩む児童生徒と

その家族

参加費 800円/1名 800円/1名

申込締切
5月16日（金）

※申込が定員を超える場合は抽選
となります。

9月12日（金）
※申込が定員を超える場合は抽選
となります。

青少年げんき・いきいき体験活動事業 この事業は、青少年が、げんきプラザの多様な機能を活用した体験活
動に参加し、新たな出会いやボランティアなど多くの人と交流すること
により、豊かな人間性や社会性、自立新などたくましく生きる力を培い、
豊かな感性を育むことをねらいとして実施しております。

（本館宿泊）
（キャンプ場テント泊）

景品多数！

神川げんきプラザ

との連携事業です

【埼玉県外の方へ】宿泊イベントについては、県内の方と県外の方で宿泊費が異なります。詳しくは、Webページをご覧になるか、名栗げんきプラザまでお問合せください。



親子で名栗に泊る、ゆったりプランです。
活動の合間に自然の中のお散歩や週末体
験プログラムなどを満喫できます。

親子でお泊りプラン

サバイバルクッキング

ナウスク※ なぐり宇宙クラブ

①太陽系ツアー ②世界の星座 ③ロケット打ち上げ

「宇宙」について、遊びながら学べるサイエンス教室が名栗げんきプラザに登場！
毎回異なる内容で、プラネタリウム特別番組の投影や「宇宙」に関する体験活動が楽しめます。
オリジナル星座盤を作ったり、ペットボトルロケットを飛ばしたり・・・。宇宙が大好きになる内容が盛りだくさん☆

日帰り体験プログラム

「電気も無い！」「ガスも無い！」
「水も出ない！」・・・ そんな状況を
想定してのクッキング。
ちょっとした工夫で、

災害時に役立つ
スキルを身につけ
ましょう。

一般向けイベント

登山講習会

子ども体験活動リーダー養成研修会

イベント名

目からうろこの
サバイバルクッキング
～防災学習～

日程 6月21日（土）

対象 一般（どなたでも）

参加費 1,000円/１名

申込締切
6月7日（土）
※定員を超える場合は抽選となります

イベント名

親子でお泊りプラン
炭火でバウムクーヘン作り
＆星空観察

日程

①5月3日（土）～4日（日）
②5月4日（日）～5日（月）

※①と②は同じ内容です

対象
親子
※未就学児以下の方は要相談

参加費

大人4,300円/１名
小学生3,800円/1名
※キャンプ場泊の場合は、上記参加費よりさ
らにお安くなります。詳しくはWebページを

チェック。

申込締切
4月19日（土）
※申込が定員を超える場合は抽選です。

イベント名 太陽系ツアー
「太陽を１ｍの大きさにしてみよう」

内容

太陽を縮小してみて、太陽系
の大きさや位置関係について
学びます。

日程 4月5日（土）

対象 一般（どなたでも）

参加費
大人1,200円/１名
子ども500円/1名

申込
締切

3月29日（土）
※定員を超える場合は抽選となります

イベント名 世界の星座
「ビニル傘で星座盤作り」

内容

世界の星座を知り、オリジナ
ル星座盤を作ってみて、「星座
博士」になりましょう。

日程 6月7日（土）

対象 一般（どなたでも）

参加費
大人1,200円/１名
子ども500円/1名

申込
締切

5月31日（土）
※定員を超える場合は抽選となります

イベント名 ロケット打ち上げ
「ペットボトルロケット打ち上げ」

内容

ロケットについて学ぶだけでな
く、実際にミニロケットを作ってみ
ましょう！

日程 9月6日（土）

対象 一般（どなたでも）

参加費

500円/1名
※この回は、プラネタリウム投影はあ
りません

申込
締切

8月30日（土）
※定員を超える場合は抽選となります

イベント名 登山講習会 ～基礎コース～

日程
①5月21日（水）、②9月13日（土）
※①と②は同じ内容で実施

対象 18歳以上

参加費 各日とも1,200円/１名

申込
締切

①5月7日（水）、②8月30日（土）
※定員を超える場合は抽選となります

イベント名 名栗ボランティア講習会

日程 5月10日（土）～11日（日）

対象 高校生以上

参加費 2,000円

申込
締切

4月26日（土）
※定員を超える場合は抽選となります

星空観察会
イベント名

星空観察会
土星＆火星を見よう☆

日程 7月5日（土）

対象 一般（どなたでも）

参加費
大人1,000円/１名
子ども300円/1名

申込締切
6月21日（土）
※定員を超える場合は抽選となります

プラネタリウムで星の探しかた
をマスターした後で、
実際に夜空を見上げて
星を探します。
天体望遠鏡をのぞくと、

明るく輝く惑星を発見
できます。

※ナウスク(NAUSC)とは、
NAguri Uchu Space Club の略です

ゴールデン

ウィークの

ご家族利用

におすすめ！

「宇宙が大好き！」

「星について学びたい」

そんな方におすすめ！

子どものキャンプ等で、活動や生活面の安全を見てもらう、
リーダーさん向けの講習会です。 「子どもキャンプは初め
て」と言う方も大歓迎です！

太陽を１ｍの大きさ
に縮めると、月や地
球は、どのくらいの
距離にあるの？

世界の国々では、
いったいどんなふうに
星座が見えてるの？

日本のロケット技術
は、今や世界の宇宙研
究を支えています！



4月 5月 6月 7月 8月 9月

プラネタ
リウム

季節
の
星座

天体
特集

週末体験

特別プログラム

春の星座物語 夏の星座物語
秋

火星特集 土星特集 月特集

■プラネタリウム＋週末体験特別プログラムカレンダー

毎週土曜・日曜、祝日、夏休み・春休み（毎日）は、
プラネタリウム一般投影と週末体験プログラムをやって
います♪ 事前予約は必要なし。お弁当持って遊びに
来てね。
※10人以上のご利用の際は、事前にお問合せ下さい。

時間 内容

10：00～16：00
・フリークラフト
（木のクラフトなど￥100～）

・オリエンテーリング

①11：00～11：50
②14：00～14：50
※1日2回の投影です

プラネタリウム
大人 ￥720
高校生 ￥360
中学生以下 無料

15：00～16：00
（※11～3月は
13：00～14：00）

特別プログラム
(¥100～)

■週末体験プログラム

内容

① 参加者氏名 （性別）

② 学年または、年齢

③ 〒、住所

④ 保護者氏名

⑤ 電話番号/FAX番号/携帯電話番号

⑥ 希望イベント名

⑦ メールアドレス（任意）

はがき、FAX、Eメール、またはお電話で、

名栗げんきプラザまでお申込ください。 その際
は、下記の①～⑦の内容をお知らせください。

各イベントの詳細については、本所のWeb
ページをご覧ください。

火おこし
体験

木の
スプーン

葉っぱの
ハンカチ

キコリン 竹の
水鉄砲

お楽しみ
理科実験Ⅰ

イベント名

5 土
星空観察会

土星＆火星を見よう☆

6 日

わくわく未来事業

棚田で米作り体験教室②
「稲の成長を助ける!草取り」

7
月

日付

イベント名

1 日
第5回飯能市長杯
チャレンジ釣り大会

7 土
ナウスク～なぐり宇宙クラブ②

「世界の星座」

21 土
目からうろこのサバイバルクッキング
「～防災体験～」

28 土 幼児キャンプ

29 日 「わくわく♪名栗の森でだいぼうけん」

日付

6
月

埼玉県立名栗げんきプラザ

〒357-0111
埼玉県飯能市上名栗1289-2

電話：042-979-1011
FAX： 042-979-1013
ﾒｰﾙ： naguri@tokyu-com.co.jp
URL： http://www.naguri-genki.com

毎月1回、メールマガジンを配信し

ております。

イベント案内や季節の自然紹介、
スタッフ紹介など。メールマガジンな
らではの嬉しい情報満載です！

お得☆
情報！

毎月
届くよ！

プラネタリウムの番組は、

4月から新しくなります！

遊びに来たことのある方

も、ぜひまたお越し下さい。

メルマガ配信希望の方は、
右のQRコードを読み取って、

メールを送って下さい。

イベント名

5 土
ナウスク～なぐり宇宙クラブ①

　　「太陽系ツアー」

26 土

27 日

日付

小学生キャンプ
　　「サバイバルキャンプ」

4
月

イベント名

3 土

4 日

4 日

5 月

10 土

11 日

17 土
いきいき体験活動事業①
「ほくほくピザ焼き体験」

21 水
登山講習会

「～基礎コース～」

30 金
わくわく未来事業
棚田で米作り体験教室①

「みんなで田植え」

31 土
棚田で米作り体験教室①
「みんなで田植え」

日付

親子でお泊りプラン
「炭火でバウムクーヘン作り＆星空観察」

親子でお泊りプラン
「炭火でバウムクーヘン作り＆星空観察」

子ども体験活動リーダー養成研修
「名栗ボランティア講習会」5

月

イベント名

2 土
棚田で米作り体験教室③
「お米を守る！かかし作り」

20 水

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

30 土
いきいき体験活動事業
「ひんやり流しそうめん」

長期キャンプ
「名栗サマーキャンプ」

8
月

日付

イベント名

6 土
ナウスク～なぐり宇宙クラブ③
「ロケット打ち上げ」

13 土
登山講習会
～基礎コース～

26 金

わくわく未来事業
棚田で米作り体験教室②

「稲刈り作業と天日干し」

27 土
棚田で米作り体験教室④
「稲刈り作業と天日干し」

9
月

日付


