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◆ 名栗だより～ 12/18(日)プラネタリウムコンサート～ 

 

◆ イベント・講習会等のお知らせ 

 

 １.1/14(土)～1/15(日)    親子お泊りプラン ～もちつき体験＆星空観察～ 

 

 ２.1/21(土)         天体観察ガイド ～冬の星座とオリオン大星雲～ 

 

 ３.1/29(日)         ヤマネの森プロジェクト ～ヤマネのなぞ？冬眠って

何？   

 

 ４.2/11(土)～2/12(日)    ボランティア養成事業 ～野外スキルアップ研修会～ 

 

 ５.2/18(土)～2/19(日)    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 ～大工になってみよう～ 

 

 ６.2/25(土)～2/26(日)    幼児キャンプ ～冬を満喫！風の子キャンプ～ 

 

 ※追加募集  

   12/23(金祝)～12/25(日)  小学生キャンプ ～みんなでクリスマスパーティー～ 

    

◆ 12月～3月の空き部屋情報 

  平成 29年度宿泊予約について 

 

◆ 名栗の活動・自然紹介 

 

◆ 編集後記 
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■□名栗だより～12/18(土)プラネタリウムコンサート～□■  

……………………………………………………………………… 

☆12/18(日)プラネタリウムコンサート☆ 

 

今年は津軽三味線＆ポップス尺八奏者の塩谷博久さんがやってきて、星と音楽の共演を楽

しめます。 

一足早いクリスマスも一緒に楽しみましょう♪ 

ボランティアスタッフの「あい」のピアノステージもあるのでお楽しみに♪ 

また、コンサートの前には楽しい「ミニプラネタリウムづくり」があります。 

これを作ればいつでもお家で星が楽しめる!?自分だけのミニプラネタリウムづくりに挑戦

です！ 

ご家族やご友人と温かくて楽しい一時をお楽しみください。 

 

日 程：平成 28年 12月 18日(日) 

    12:15 受付開始 

    12:30 ミニプラネタリウムづくり 

    14:00 コンサート開始 

    15:20 コンサート終了     

※プログラムは現在の予定です、変更になる場合もございます。 

 

会 場：名栗げんきプラザ プラネタリウム 

 

参加費：入場料 200円/1人 

    ミニプラネタリウムづくり 500円/1個 

 

対 象：どなたでも 

 

申込締切：12月 11日（金）※先着順 

 

……………………………………………………………………… 

■□    イベント・講習会等のお知らせ     □■    

……………………………………………………………………… 

 

◆◇新年一発目のキャンプはもちつき！◇◆ 

１.親子おとまりプラン ～もちつき体験＆星空観察～ 



 

 名栗げんきプラザ新年 1発目のキャンプは大人気のお餅つき！ 

大きな臼に家族みんなで協力しながらぺったんぺったん♪おいしいお餅を作りましょう！ 

夜には天体望遠鏡で満天の星空を眺めましょう☆ 

  

日 程：平成 29年 1月 14日（土）～1月 15日（日） 

     

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：県内大人：4,500円/1名  県内小学生：4,000円/1名  幼児：3,700円/1名 

    県外大人：4,910円/1名  県外小学生：4,150円/1名  幼児：3,700円/1名 

 

対 象：親子 

 

定 員：50名 

 

内 容：名栗げんきプラザでの宿泊体験、天体観測、もちつきなど 

 

申込締切：12月 16日（金） ※抽選 

 

 

◆◇キラキラ輝く星を見よう◇◆ 

２.天体観察ガイド ～冬の星座とオリオン大星雲～ 

 

 夜が長くて空気の澄んだ冬は星を見るのにうってつけの季節！ 

飯能市役所の駐車場でキラキラ輝く冬の星座を眺めてみましょう。 

有名なおうし座やふたご座などの星座や、オリオン座の大星雲などを観察してみましょう。 

暖かい恰好をしておこしください☆    

 

日 程：平成 29年 1月 21日（土）18:00～19:00 

 

会 場：飯能市役所駐車場 

 

参加費：無料 

 

対 象：どなたでも 



 

内 容：天体望遠鏡を使った天体観測、季節の星座の解説など 

 

申込締切：当日まで受付 

 

 

◆◇名栗の野生動物に迫る!!◇◆ 

３.ヤマネの森プロジェクト ～ヤマネのなぞ？冬眠ってなに？～ 

 

 寒い冬を乗り切るため、11月～4月ごろまでヤマネたちは冬眠をしてすごしています。 

でも冬眠ってなんだろう？普通に寝ているの？他にはどんな生き物が冬眠するの？ 

ヤマネが一年の半分を過ごす冬眠について調べてみましょう。  

  

日 程：平成 29年 1月 29日（日） 

 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：1,000円/1名 

 

対 象：どなたでも 

 

定 員：20名 

 

内 容：ヤマネ講座冬眠編、ヤマネが眠むる森探検など 

 

申込締切：1月 13日（金） ※先着順 

 

 

◆◇げんきプラザでボランティアをはじめてみましょう！◇◆ 

４.ボランティア養成事業 ～野外スキルアップ研修会～ 

 

 名栗げんきプラザで子どもたちと一緒に活動してみませんか？ 

野外で活動をするときに知っておきたい基礎知識から、実践的なアウトドアスキルを楽し

く学びます。 

この機会にぜひボランティアとして活躍してみませんか!? 

  



日 程：平成 29年 2月 11日（土）～2月 12日（日） 

     

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：県内：2,000円/1名 

 

対 象：15歳以上の方（高校生以上） 

 

定 員：20名 

 

内 容：野外活動での安全管理について、名栗げんきプラザアクティビティ体験、交流会

など 

 

申込締切：1月 25日（金） 

 

 

◆◇冬の名栗でゆったり木工体験◇◆ 

５.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 ～大工になってみよう～ 

 

 西川材で木工教室第 2回は～大工になってみよう～ 

冬の名栗は時間がゆっくり流れていきます。今回は親子一緒に一つの物を作る木工に挑

戦！ 

1泊 2日のキャンプの間、たっぷり時間を使って作品を作り上げましょう。 

  

日 程：平成 29年 2月 18日（土）～2月 19日（日） 

     

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：県内大人：6,000円/1名  県内小学生：5,500円/1名  幼児：3,700円/1名 

    県外大人：6,410円/1名  県外小学生：5,650円/1名  幼児：3,700円/1名 

    ※別途材料費が必要 

 

対 象：親子 

 

定 員：20名 

 



内 容：木工体験など 

 

申込締切：1月 20日（金） ※抽選 

 

◆◇元気いっぱい！冬の森で遊ぼう◇◆ 

６.幼児キャンプ ～冬を満喫！風の子キャンプ～ 

 

 子どもは風の子！長い冬が終わりかけるこの時期、みんなで思いっきり外で遊ぼう！ 

初めてお泊りの子も、一人で泊まったことのある子も、みんなで一緒に楽しくお泊り。 

冬の森にはどんなステキなものが待っているでしょう？探検に出発！ 

  

日 程：平成 29年 2月 25日（土）～2月 26日（日） 

     

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：6,000円/1名 

 

対 象：3～6歳（年少～年長）まで 

 

定 員：30名 

 

内 容：森遊び 

 

申込締切：1月 27日（金） ※抽選 

 

 

◆◇キャンセルに伴い若干名追加募集中◇◆ 

 小学生キャンプ ～みんなでクリスマスパーティー～ 

 

 冬の小学生キャンプはみんなでクリスマスパーティー！ 

とっても寒～い冬の名栗、みんなで楽しくクリスマスを盛り上げましょう♪ 

みんなで作る手作りのクリスマスパーティー、今年の冬の思い出に 

運がいいとホワイトクリスマスを迎えられるかも!? 

  

日 程：平成 28年 12月 23日（金祝）～ 12月 25日（日） 

     



会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：12,000円/1名 

 

対 象：小学 1年～6年生まで 

 

定 員：若干名 

 

内 容：冬の森遊び、プレゼント作り、クリスマスパーティーなど 

 

申込締切：定員に達し次第締切 

 

 

--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 

 

……………………………………………………………………… 

■□     12月～3月の空き部屋情報       □■    

……………………………………………………………………… 

◆◇ 

12月～3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） 

 

※12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。 



 

◆◇平成 29年度宿泊予約について 

（1）平成 29年度の 7・8月を除く平日の利用 → 平成 28年 12月 15日（木）より受付

開始（先着順）。 

 

（2）平成 29 年度 4～6 月の土日の利用 → 一次受付平成 29 年 1 月 5 日（木）～1 月 8

日（日）（抽選） 

                    二次受付平成 29年 1月 19日（木）以降（先着

順） 

 

（3）平成 29年度 7・8月の利用 → 一次受付平成 29年 4月 1日（土）～4月 4日（火）

（抽選） 

                 二次受付平成 29年 4月 15日（土）以降（先着順） 

 

（4）平成 29年 9～平成 30年 3月の土日利用 → 一次受付平成 29年 4月 25日（火）～

4月 28日（金）（抽選） 

                      二次受付平成 29年 5月 12日（金）以降（先

着順） 

 

◆◇ 

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。 

 

……………………………………………………………………… 

■□      名栗の活動・自然紹介       □■    

……………………………………………………………………… 

 

◆◇ 

【最新記事を掲載予定】  



 

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……………………………………………………… 

 

寒くなると 虫たちも建物の中へ 

 

みんなと一緒の カメムシやテントウムシ 

 

一人でじっとこらえる フクラスズメ 

 

子どもに自分を食べさせる ハサミムシ 

 

虫たちの冬越し すぐ近くでドラマがあります 

 

なおき 

 

****************************************************** 

 

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！ 

みなさまのお声はこちらまでお送りください。 

 

連絡先 E-Mail：naguri@tokyu-com.co.jp 

 

====================================================== 

 

※このメールマガジンは、本所イベントへメールでお申込いただいた方、 

本所スタッフと名刺交換をさせていただいた方、そして本所と繋がりのある方々に 



配信させていただいております。 

メールマガジンの配信停止をご希望の方、メールアドレスを変更された方は、 

お手数ですが、下記メールアドレスまでご連絡下さい。 

 

連絡先 E-Mail：sp2s7dy9@solid.ocn.ne.jp 

【件名に「メールマガジン配信停止」とご記載ください。】 

 

====================================================== 

  

■□ 次回配信予定日 2017/1/11(水) 


