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新年あけましておめでとうございます。 

本年も名栗げんきプラザをどうぞよろしくお願いいたします。 

 

……………………………………………………………………… 

■□         もくじ           □■    

……………………………………………………………………… 

 

◆ 名栗だより～新年のご挨拶 ～ 

 

◆ イベント・講習会等のお知らせ 

 

 １.1/21(土)         天体観察ガイド ～冬の星座とオリオン大星雲～ 

 

 ２.1/29(日)         ヤマネの森プロジェクト ～ヤマネのなぞ？冬眠って

何？   

 

 ３.2/11(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～ 

 

 ４.2/18(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～ 

 

 ５.2/25(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☆  

 2/4(土)～2/5(日)  親子キャンプ ～まるごと宇宙を楽しもう～ 

 

◆ 1月～4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 

 

……………………………………………………………………… 

■□名栗だより  ～新年のご挨拶～        □■  

……………………………………………………………………… 

皆様、新年あけましておめでとうございます。 

 

例年になく暖かな新年を迎えましたが、施設周辺の山では広葉樹たちが葉を落として、 

ハイキングコース上に落ち葉の吹き溜まりをつくっています。 

森に入ると、森閑とした空気の中にカサカサと落ち葉を踏む音だけが響きます。 

そんな静かな森の散策は、冬の名栗げんきプラザは週末の楽しみ方にお薦めです。 

 

また、週末には、月ごとに提供するプログラムが変わる「週末体験プログラム」 

（1月はご家族で火を囲みゆったり過ごす「焚き火 Cafe」です）や、 

今年の GW にリニューアルオープンするプラネタリウム鑑賞など、楽しい企画で皆様のお

越しをお待ちしております。 

 

そのほか、宿泊や日帰りでのイベントもたくさん用意しています。 

 

是非、今年も名栗げんきプラザにおいで下さい。 

職員一同、皆様のお越しをお待ちしております。 

 

名栗げんきプラザ所長 島崎繁春 

 

……………………………………………………………………… 

■□    イベント・講習会等のお知らせ     □■    

……………………………………………………………………… 

 

◆◇キラキラ輝く星を見よう◇◆ 

１.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!!◇◆ 

２.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 ※残りわずか！ 

 

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 20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！◇◆ 



３.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） ※抽選 

 

 

◆◇冬の名栗でゆったり木工体験◇◆ 

４.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：5,200円/1名 



    県外大人：6,410円/1名  県外小学生：5,650円/1名  幼児：5,200円/1名 

    ※前回のメールマガジンで幼児の金額が間違って掲載されてしまいました。 

     正しくは 5,200円/1名です。ご迷惑をお掛けしました。 

 

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◇◆ 

５.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、たき火、雪遊びなど 

 

申込締切：1月 27日（金） ※抽選 

 

 

☆追加募集☆ 

★親子キャンプ～まるごと宇宙を楽しもう～★ 



 

 冬の名栗は空気が澄んでいて、遥か彼方の宇宙が近くに感じます！ 

毎年大人気の宇宙キャンプ、朝から晩まで宇宙漬けの２日間です。 

今回も担当は名栗の宇宙大好き“はまちゃん”がディープな宇宙の世界をご案内♪ 

 

日 程：平成 29年 2月 4日（土）～2月 5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：5,200円/1名 

    県外大人：6,410円/1名  県外小学生：5,650円/1名 幼児：5,200円/1名 

 

対 象：親子 

 

定 員：若干名 

 

内 容：天体観測、プラネタリウム、宇宙クラフトなど 

 

申込締切：定員に達し次第終了 

 

--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 

 

……………………………………………………………………… 

■□     1月～4月の空き部屋情報       □■    

……………………………………………………………………… 

◆◇ 

1月～4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） 

 

※平成 30年 3月 31日までの平日および、平成 29年 6月までの土日宿泊について予約受付

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……………………………………………………… 

 

お正月の縁起物と言えば 万両 千両 

 

他にも 百両 十両 一両 億両なんて植物も 

 

どれも深い葉の緑と 真っ赤な実 

 

値段の違いは どこからきてる？ 

 

名栗では なかなか見られない 

 

常緑の木たちです 

 

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

 

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 2017/2/8(水) 


