
むけ 【2019年4月～10月版】

メルマガ＆Facebookで最新情報ゲット

イベント案内や報告、季節の自然やおすすめ情報などを発信しています。
各QRコードからアクセスしFacebookの場合はページに「いいね！」をお願いいます。

メルマガは表示されたアドレスへメールを送信してください。
FacebookURL：https://www.facebook.com/naguri.genki1/

会場
寺坂棚田
（秩父郡横瀬町）

参加費
（年間）

6,000円

対象 親子 申込締切 5月9日（木）

①みんなどろんこ！田植え体験 6月2日（日）

②稲を守れ！草取り＆かかし作り 7月14日（日）

③稲刈って！はざかけて！ 9月29日（日）

④脱穀＆わら細工作り 10月27日（日）

⑤育てたお米で大収穫祭 11月10日（日）

定員

40名

日程 5月19日（日）

対象 親子

会場 有間渓谷観光釣り場

参加費 3,000円

申込締切 当日まで受付

定員

150名

横瀬町の寺坂棚田で行う、全5回のお米作りプログラムです。
昔ながらの手法でお米を育て、食べるところまで体験します。

第10回となった飯能市長杯釣り大会！ 今回から大会名が「親子釣り大会」となりました。
新緑のまぶしい有間渓谷観光釣り場で、大物のニジマスを釣り上げ優勝を目指しましょう！
釣りの先生が優しく教えてくれる「初心者コーナー」や参加した人みんなが楽しい大抽選会もあります。

※定員に達し次第受付を締切ります。



①春の公園で
のんびりお散歩♪

②夏だ！
名栗で川遊び！

③見て、触れて、
みんなでお山の秋探し♪

④ドキドキ！ワクワク！
森のかくれんぼ

日程 4月21日（日） 7月21日（日） 9月22日（日） 10月13日（日）

会場 智光山公園（狭山市） 名栗川周辺（飯能市） 天覧山（飯能市） 秩父ミューズパーク（秩父市）

申込締切 4月11日（木） 6月27日（木） 8月29日（木） 9月19日（木）

もりっこお泊り会①
みんな一緒に！はじめてのお泊り体験

日程 6月29日（土）～6月30日（日）

対象 4～6歳（年中～年長）

参加費 6,000円

申込締切 5月23日（木）

クラブ

1泊2日

幼児対象の1泊2日のお泊りキャンプです。
子どもだけでのはじめてのお泊りにチャレンジしましょう！

対 象：3～6歳（未就学児）

自由研究キャンプ
～身近に感じる宇宙の不思議～

日程 8月5日（月）～8月7日（水）

対象 小学4～6年生

参加費 12,000円

申込締切 7月4日（木）
1～3年生向けキャンプ入門編“トレジャーハンターキャンプ”
4～6年生向けとことん調べる“自由研究キャンプ”
4～中学3年生向け仲間と挑む“チャレンジキャンプ”

仲間と一緒に楽しく仲良く元気よくチャレンジしましょう。

定員

30名

定員

40名

各回定員

25名

トレジャーハンターキャンプ
～探し出せ！名栗の秘宝！～

日程 5月25日（土）～5月26日（日）

対象 小学1～3年生

参加費 6,000円

申込締切 4月18日（木）

チャレンジキャンプ
～夏の大冒険キャンプ！～

日程 8月12日（月）～8月16日（金）

対象 小学4～中学3年生

参加費 25,000円

申込締切 7月11日（木）

定員

40名

ファミリーキャンプ入門 名栗の森で生き物探し

日程
①5月2日（木祝）～3日（金祝）
②5月3日（金祝）～4日（土祝）

10月19日（土）～10月20日（日）

参加費
大人6,000円 小学生5,500円
幼児5,000円

大人5,500円 小学生5,000円
幼児4,500円

申込締切 4月11日（木） 9月19日（木）

各回定員

40名

日帰り

10:00～16:00

幼児対象の日帰り自然体験プログラムです。
親と離れ、もりっこで出会うお友達やスタッフと一緒に、
遊びを通じて思いっきり自然を楽しみます。

2泊3日

4泊5日

1泊2日

1泊2日

対 象：親子

定員

30名

参加費：各回1,000円/1名



①親子で釣りを学んじゃおう！
釣っちゃおう！

②川に浸ってピストン釣り ③ニジマス釣って燻製つくり

日程 6月15日（土）～6月16日（日） ①7月6日（土） ②7月7日（日） 9月7日（土）～9月8日（日）

会場
名栗げんきプラザ
日高市内の池

名栗川周辺（飯能市）
名栗げんきプラザ
有間渓谷観光つり場（飯能市）

対象 親子（小学生以上） 親子 親子（小学生以上）

参加費
大人5,500円
小学生5,000円

1,000円
大人6,500円
小学生6,000円

申込締切 5月16日（木） 6月13日（木） 8月8日（木）

4月～10月

イベント
カレンダー

①ビニール傘で
光る星座盤を作ろう

②いろいろな
ロケットを打ち上げよう

日程 7月13日（土） 9月28日（土）

会場 名栗げんきプラザ 名栗地区行政センター(飯能市)

対象 親子

参加費
100円

※材料費500円/1個
200円

申込締切 6月20日（木） 9月5日（木）

①初夏の森で
野鳥や昆虫を探そう！

②秋の森で
野鳥や昆虫を探そう！

日程 6月1日（土） 10月26日（土）

対象 どなたでも

参加費 1,000円

申込締切 5月9日（木） 10月3日（木）

目からウロコの
サバイバルクッキング

流しそうめんと
竹の食器作り

日程 6月23日（日） 9月1日（日）

対象 どなたでも

参加費 1,500円 1,500円

申込締切 5月30日（木） 8月8日（木）

各回定員

25名

定員

30名
各日定員

40名
定員

45名

春のうららのカヌー体験

日程 ①4月27日（土） ②4月28日（日）

会場 名栗カヌー工房（飯能市）

対象 どなたでも

参加費 2,000円

申込締切 4月11日（木）

各回定員

40名

4月
21(日) もりっこ①
27・ 28(土・日) 日帰り①カヌー

5月
2～3(木・金) 親子キャンプ①
3～4(金・土) 親子キャンプ②
5(日) プラネタリウム無料投影
19(日) 飯能市長杯親子釣り大会
25～26(土・日)

トレジャーハンターキャンプ

6月
1(土) 名栗の森①
2(日) 棚田①田植え

8～9(土・日)+22日(土) ※大人向け
自然体験活動指導者養成講習会

15～16(土・日) 親子釣り教室①
23(日) 日帰り②サバイバルクッキング
29～30(土・日) もりっこお泊り

7月
6・7(土・日) 親子釣り教室②
13(土) おもしろ宇宙①星座傘
14(日) 棚田②草取り＆かかし
21(日) もりっこクラブ②

8月
5～7(月～水) 自由研究キャンプ
12～16(月～金)チャレンジキャンプ

9月
1(日) 日帰り②流しそうめん
7～8(土・日) 親子釣り教室③
14～15(土・日)

ボランティア養成会※大人向け

22(日) もりっこ③
28(土) おもしろ宇宙②ロケット
29(日) 棚田③稲刈り

10月
5・6(土・日)

げんき体験フェスティバル
13(日) もりっこ④
19～20(土・日) 親子キャンプ③
26(土) 名栗の森②
27(日) 棚田④脱穀

※大人向けイベントについては
当所HPをご覧ください

各回定員

25名

日帰り

日帰り

日帰り

日帰り

日帰り1泊2日
1泊2日



プラネタリウム・お手軽体験プログラム 毎週土曜/日曜、祝日、夏休みは、当日来て楽しめる、
プラネタリウム投影とお手軽体験プログラムを行っています♪

※10人以上のご利用の際は、事前にお問合せ下さい。

投影時間 投影内容

11:00～12:00
アニメーション投影
(ムーミン谷の物語など)

14:00～15:00 季節の星座・天体の生解説

プラネタリウム

料金表 通常 宿泊者
まいたま
アプリ

一般 720円 360円 500円

高校生 360円 180円 200円

中学生以下 無料

時間 内容

10:00～
16:00

■フリークラフト（木工クラフトなど￥100～）
■オリエンテーリング

■特別プログラム（15:00～16:00）

内容

① 参加者全員の氏名（性別）

② 学年・年齢

③ 郵便番号・住所

④ 保護者氏名

⑤ 電話番号・FAX・携帯電話番号

⑥ 希望イベント名

⑦ メールアドレス（任意）

⑧ キャンセル待ち希望の有無

○電話/FAX/Eメールでお申込ください。
その際に、左記の内容をお知らせください。

※個人情報は、保険の手配や申込み手続き
に必要です。

※いただいた個人情報は、上記の目的にの
み、使用致します。

※メールにて申込の場合、件名に希望イベン
ト名と代表者氏名を必ずご記入ください。

イベント申込
方法

お問合せ
お申込み

〒357-0111 埼玉県飯能市上名栗1289-2

電話：042-979-1011 FAX：042-979-1013
Eメール：naguri@tokyu-com.co.jp
※名栗げんきプラザからのメール受信可能な設定をお願いいたします。

URL：http://www.naguri-genki.com

4・5月 6月 7・8月 9月

お絵かき
ディスクコマ
（150円）

苔のテラリウム
（300円）

竹の水鉄砲
（300円）

フィルムケース
ロケット

（150円）

※夏休みは09:30～10:30（生解説）
15:45～16:45（アニメーション）の追加投影あり

※本紙で紹介したもの以外にも、大人・シニア・自然体験活動の指導者向けのイベントもございます。
名栗げんきプラザHP・Facebookページまたは、

「大人むけ主催事業イベント案内」のチラシをご覧ください。

イベント申込注
意点○本紙に記載されている参加費は、全て

一人あたりの料金となっています。
○宿泊を伴うイベントの参加費は、
全て埼玉県内在住者の料金です。
県外の方は別料金となります。
詳しくはお問合せください。

○当日まで受付のイベント以外は、
全て抽選となりました。

楽しい体験もりだくさん！名栗げんきプラザ秋のお祭り
「げんき体験フェスティバル」今年も10月に開催します。

5月5（日）
無料投影


