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今年もやります！名栗げんきプラザの秋祭り「げんき体験フェスティバル」!!
毎年多くの方にお越しいただいている名栗の一大イベントです！
ピザ作りや焼きマシュマロ、プラネタリウム、森の幼稚園などをはじめとした、
さまざまな楽しい体験がみなさまをお待ちしています。
名栗げんきプラザで体験できるアクティビティの他にも、

普段はげんきプラザを利用している団体さんによるブース出展もあるので、
げんきフェスティバルでしか味わえない楽しい体験が目白押しです♪
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 ・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 など

※出展ブース等の情報は 10 月号にて！

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

□■

………………………………………………………………………
※※※緊急募集！※※※
・9 月 11 日（日）カナディアンカヌー体験、キャンセル多数の為若干名の参加者募集中で
す。
詳細は名栗げんきプラザまでお問合せください。

◆◇親子で楽しく名栗でお泊り◇◆
１.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

◆◇秋の自然を見る目が変わる！◇◆
２.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

◆◇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

--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
………………………………………………………………………
■□

9 月～11 月の空き部屋情報

□■

………………………………………………………………………

◆◇
9 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。
………………………………………………………………………
■□

名栗の活動・自然紹介

□■

………………………………………………………………………
◆◇
【寺坂棚田 de 米作り３ お米を守る！面白かかし作り】
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………………………………………………………
あっという間に 賑やかな夏が過ぎ
少し静かな 今の名栗

夏の思い出をふりかえり すぐ来る 秋に思いを巡らせ
机に向かっている時も どこかソワソワしてしまう
これから始まる 実りの季節 今年はどんな秋になるかな？
******************************************************
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