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10 月 29 日・30 日は名栗の秋祭り♪げんきたいけんフェスティバル♪
おいしいデザートピザ作りや、森のようちえんのおためし体験など様々な体験をご用意し
ています！
今年のデザートピザはお好きなフルーツをトッピング！甘くておいしいフルーツのピザを
作りましょう♪

爽やかな秋の名栗を、ご家族やお友達と一緒にお楽しみください。
【実施内容】
（予定）
・デザートピザ作り ・ミニ森ガイド ・焼きマシュマロ ・焼きせんべい ・丸太切り
・おためし森のようちえん

・プラネタリウム特別投影

・鉄道模型

・缶釣り

・ミニ

縁日 など
【出展団体】
・ラボ国際交流根岸パーティー

・NPO 法人彩の国自然学校 C'S

・埼玉県釣りインストラクター連絡機構

・さやまシェアリングネイチャーの会

・

さわらびの湯

【2016 げんき体験フェスティバル】
日 程 ：平成 28 年 10 月 29 日（土） 9:30 ～ 16:00
10 月 30 日（日） 9:30 ～ 15:30
対 象 ：どなたでも
参加費 ：入場無料 ※各体験には体験料がかかります
申込締切：デザートピザ（1 枚 500 円）のみ要事前予約、ピザの予約締切 10 月 28 日まで
………………………………………………………………………
■□

イベント・講習会等のお知らせ

□■

………………………………………………………………………
◆◇秋の自然を見る目が変わる！◇◆
１.自然観察ガイド ～森歩きの楽しみ方 秋編～
11 月の名栗は気候も涼しく紅葉も進んで美しい景色！自然観察にはもってこい！
名栗の自然をよく知ったスタッフがみなさんを楽しくガイドします。
すぐに使える！身近な町でも役に立つ！自然を見る目が変わる観察ポイントを伝授します。

日 程：平成 28 年 11 月 3 日（木祝）
会 場：名栗げんきプラザ
参加費：1,500 円/1 名
対 象：18 歳以上の方
定 員：20 名
内 容：当所職員によるガイドウォーク、秋の自然観察 など
申込締切：10 月 21 日（金） ※先着順

◆◇西川材の故郷で木こりになってみよう◇◆
２.親子でひとつのものをつくりあげよう！西川材で木工教室 ～きこりになってみよう～
名栗地域は昔から木を育てて売る「林業」が盛んな地域です。
げんきプラザの周辺にも「スギ」や「ヒノキ」の木がたくさん植えられています。
植物の木から木材になる最初の一歩を体験、大きな木を伐り出してみましょう！
日 程：平成 28 年 11 月 5 日（土）
会 場：名栗げんきプラザ
参加費：1,500 円/1 名
対 象：親子
定 員：20 名
内 容：西川材講座、木こり体験など
申込締切：10 月 21 日（金） ※先着順

◆◇秋みーつけた！◇◆
３.もりっこクラブ ～身近な場所で秋探し♪～
第四回目のもりっこクラブは～身近な場所で秋探し～
今回は秩父ミューズパークを舞台に、みんなで「秋」を探す冒険に出発♪
広ーい公園の中には「秋」がいっぱい！いったいどんな「秋」に出会えるかな？
日 程：平成 28 年 11 月 19 日（土）
会 場：秩父ミューズパーク
参加費：1,000 円/1 名
対 象：3 歳～6 歳（年少～年長まで）
申込締切：11 月 4 日（金）

※先着順

◆◇名栗の野生動物に迫る!!◇◆
４.親子キャンプ２ ～野生動物おっかけキャンプ～
名栗げんきプラザの周辺にはさまざまな野生動物が生息しています。
会ってみたいけど、なかなか会えない野生動物たち、今回の親子キャンプではそんな野生
動物の痕跡をたどります！
足跡や食べ跡などの手がかりを追って、野生動物たちに一歩近づきましょう！
今回はセンサーカメラを使った動物の写真撮影にもチャレンジ！
少し夜更かしをして動物たちが活発に動き出す“夜の森”にも出かけます。
日 程：１．平成 28 年 11 月 26 日（土）～11 月 27 日（日）
会 場：名栗げんきプラザ
参加費：県内料金：大人 6,000 円 小学生 5,500 円

未就学児 5,200 円 （1 名あたり）

県外料金：大人 6,410 円 小学生 5,650 円

未就学児 5,200 円 （1 名あたり）

対 象：親子
定 員：各日 50 名
内 容：野生動物講座、夜の森観察、足跡標本作りなど
申込締切：10 月 28 日（金） ※抽選
--イベントのお申し込み-------------------------------電話・ＦＡＸ・メール・ハガキいずれかの方法でご連絡下さい。
※参加者名（ふりがな）
、保護者氏名、学年、〒住所、電話番号、
携帯電話番号、メールアドレスをお知らせください。
メールタイトルに希望するイベント名をご記入ください。
住所 〒357-0111 埼玉県飯能市上名栗 1289-2
TEL:042-979-1011 FAX:042-979-1013 E-Mail:naguri@tokyu-com.co.jp
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10 月～1 月の空き部屋情報

□■

………………………………………………………………………
◆◇
10 月～1 月の空き部屋情報はこちら↓↓↓
http://www.naguri-genki.com/calendar.html
（ご覧になりたい月をクリックしてください）
※10 月～平成 29 年 3 月 31 日までの宿泊ご予約受付中です。
先着順となりますので、お早めにお申し込みください。
◆◇
宿泊予約方法
(1)空き部屋情報をご確認いただき、下記いずれかの方法でお問い合わせください。

TEL:042-979-1011 FAX:042-979-1013 E-Mail:naguri@tokyu-com.co.jp
(2)受付が終了したら、提出書類をお早めにご提出ください。
※その後の流れは、お問合せいただいた際にお知らせいたします。
まずはお気軽にお問合わせください。
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■□

名栗の活動・自然紹介

□■

………………………………………………………………………
◆◇
【最新ブログ掲載予定】
こちらをご覧ください↓↓↓
名栗通信ブログ http://www.naguri-genki.com/blog/
……編集後記………………………………………………………
名栗でも金木犀が香っています
姿が見えなくても 甘い匂いが漂って
近くにいるのが すぐわかります
花の無い時は 目立たない木だけど
この時期だけは 主役級です
なおき
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名栗げんきプラザメールマガジン
編集発行／埼玉県立名栗げんきプラザ

責任者：島崎 編集担当：木村

〒357-0111 埼玉県飯能市上名栗 1289-2 TEL：042-979-1011 FAX：042-979-1013

E-Mail：naguri@tokyu-com.co.jp HP：http://www.naguri-genki.com/
======================================================
※メールマガジンについてのご意見ご要望お聞かせください！
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