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 ３.10/1（土）～10/2（日）   はじめての登山教室２ ～1泊 2日コース～ 
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 いよいよ 8月夏本番！強い日差しにセミの声♪楽しい夏休みです！ 

夏休みの名栗げんきプラザは毎日楽しい体験がいっぱい！ 



 

◎プラネタリウム毎日投影！ 

 普段は土・日・祝日のみのプラネタリウムですが、夏休みは毎日投影します！ 

毎回違うスタッフが投影をするので、来るたびに違う星空案内が楽しめます。 

秩父方面にお出かけの方はぜひお立ち寄りください。 

 

 ◯投影スケジュール（一日二回投影） 

  午前 11:00 ～ 12:00 

  午後 14:00 ～ 15:00 

 

 ◯料金 

  大人：720円  高校生：360円  中学生以下：無料 

 ◯埼玉県アプリ特別料金 

  大人：500円  高校生：200円  中学生以下：無料 

※埼玉県のアプリ「ポケットブックまいたま」をダウンロードしている方は特別料金でご

覧になれます。 

 

◎週末体験プログラムも毎日実施！ 

 ぶんぶんごまやヒノキのはがき作りなど、木を使ったクラフト類が毎日体験できます。 

☆8月の特別プログラムは「竹の水鉄砲」 

 竹を切り出して世界に一つだけのオリジナル水鉄砲を作りましょう♪ 

 特別プログラムは 15:00 から開始です。プラネタリウムを見た後にぜひ体験してみてく

ださい。 
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◆◇夏の星空を満喫☆◇◆ 

1.天体観測ガイド 太陽系の惑星大集合 

 

 夜空に輝く星たち、その中には遠い宇宙の彼方にある星もあれば、比較的地球に近い位

置の星もあります。 

特に太陽を中心に回っている地球の兄弟星「惑星」明るくてとてもきれい。 

望遠鏡を使って、そんな「惑星」達の様子を観察してみましょう♪ 



 

日 程：平成 28年 8月 7日（日）19:00～20:00のお好きな時間に起こしください。 

 

会 場：飯能市役所駐車場 

 

参加費：無料 

 

対 象：どなたでも 

 

定 員：100名 

 

内 容：天体望遠鏡を使った惑星観察、季節の星座案内など 

 

申込締切：当日まで受付 

 

 

 

◆◇追加募集！夏休みの大冒険！◇◆ 

 

2.長期キャンプ 仲間とチャレンジ！真夏の大冒険 

 

 夏の名栗げんきプラザ名物の高学年～中学生を対象とした一週間キャンプ！ 

今年はどんなドキドキがあるのか!?とっておきの夏の冒険に出発♪ 

若干名余裕があります、ぜひお申込みください♪ 

 

日 程：平成 28年 8月 14日(日) ～ 8月 20日（土） 

 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：35,000円/1名 

 

対 象：小学 4年生～中学 3年生 

 

内 容：野外炊事、山登り、キャンプファイアなど 

 

申込締切：定員に達し次第終了 



 

 

 

◆◇はじめての登山武川岳に挑戦！◇◆ 

 

３.はじめての登山教室２ ～1泊 2日コース～ 

 

 暑い夏が過ぎたあと、気持ちのいい秋がやってきます。 

山登りにぴったしのこの季節に、はじめての登山に挑戦してみませんか？ 

講師の方をお呼びして、登山の基礎を学びながら楽しく山登りができます。 

 

日 程：平成 28年 10月 1日(土) ～ 10月 2日（日） 

 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：県内 7,000円/1名 県外 7,410円 

 

対 象：18歳以上 

 

定 員：20名 

 

内 容：登山講座 武川岳登山 歩き方 地図読みなど 

 

講 師：荻原 安廣氏 ※ひだまり山荘店主、日本山岳会会員 

 

申込締切：9月 9日（金）※抽選 

 

 

◆◇親子で楽しく名栗でお泊り◇◆ 

４.親子でお泊りプラン１・２ ～バウムクーヘン作り＆星空観察～ 

 

 名栗げんきプラザに親子で泊まって楽しい体験をしてみましょう。 

気軽に参加できる親子でお泊りプラン、今回の体験はバウムクーヘン作りと星空観察です。 

はじめて名栗げんきプラザを利用するご家族におすすめです。 

  

日 程：１．平成 28年 10月 8日（土） ～ 09日（日） 



    ２．平成 28年 10月 9日（日） ～ 10日（祝月） 

 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：県内料金：大人 4,500円 小学生 4,000円 未就学児 3,700円 （1名あたり） 

    県外料金：大人 4,910円 小学生 4,150円 未就学児 3,700円 （1名あたり） 

 

対 象：親子 

 

定 員：各日 50名 

 

内 容：名栗げんきプラザ宿泊体験、星空観察、バウムクーヘン作り 

 

申込締切：9月 16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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◆◇ 

8月～11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） 



 

※8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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◆◇ 

【7/16(土) もりっこクラブ～夏を先取り！思いっきり川遊び】  

 

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……………………………………………………… 

 

夏本番の名栗 あちこちの木からセミの声 

 

森のをよく見ると あちこちにセミの抜け殻 

 

ヒグラシ・ミンミン・アブラ・ニイニイ・ツクツクボウシ 

 

みんな大きな声で鳴いて 夏を生きています 

 

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



 

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 2016/9/6(火) 


