
 

……………………………………………………………………… 

■□ 埼玉県立名栗げんきプラザ  メールマガジン □■ 

□■             2017/10/10(火)  Vol.66■□    

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

■□         もくじ           □■    

……………………………………………………………………… 

 

◆ 名栗だより ～げんき体験フェスティバル告知～ 

 

◆ イベント・講習会等のお知らせ 

 

 １.11/23(木祝)      いきいき体験活動事業 ～ダッチオーブン de パエリア作り

～ 

 

 ２.11/25(土)        もりっこクラブ４ ～身近な場所で秋探し♪～ 

 

 ３.11/26(日)       わくわく未来事業 ～みんなでアウトドアクッキング体験～ 

 

 ４.12/2(土)～12/3(日)    親子ネイチャーキャンプ ～名栗の生き物探検隊～ 

 

 ５.12/9(土)～12/10(日)  ボランティア養成事業 ～野外スキルアップ研修会～ 

 

 ６.12/23（土）      名栗シニア自然塾４ ～精進料理と座禅体験～  

 

 

◆ 10 月～12 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 ～げんき体験フェスティバル告知～ □■  



……………………………………………………………………… 

 

いよいよ間近になってきました！名栗げんきプラザの秋のお祭り「げんき体験フェスティ

バル」！ 

10 月 28 日（土）・29 日（日）に開催されます！ 

 

 名栗げんきプラザブースの「ハロウィンピザ」もおすすめですが、他の出展ブースも楽し

い体験がいっぱい！ 

特に今年の新しい体験として、全長 11ｍの「巨大迷路」が名栗げんきプラザにやってきま

す！ 

更に、楽しく可愛い「砂絵クラフト」や、ほくほく美味しい「つぼ焼きいも」、触れる展示

の「自然の博物館出張展示」 

などなど、楽しいブースがいっぱい！毎年恒例の「ハロウィンパーティー」や「射的」など

もありますよ。 

 

ぜひご家族やご友人と一緒に秋のお祭りを楽しみましょう♪ 

 

★名栗げんきプラザブースおすすめ☆ 

 ◎ハロウィンピザ作り 

  今年のピザはこの時期おなじみの“ハロウィン”をテーマにしたピザ作りです。 

  ハムやチーズで、お化けやカボチャなどハロウィンの飾りを作って、楽しく美味しいピ

ザ作りに挑戦しましょう。 

  今回のピザは一日 150 食限定です！事前予約を受付ているので、ぜひお早めにご注文

ください。 

 【会場】名栗げんきプラザ炊事場 

 【料金】400 円/1 枚 

 【締切】10 月 27 日（金）まで 

 

★体験ブース（予定）☆ 

 ・ハロウィンピザ作り  ・七宝焼き  ・焼きマシュマロ  ・ナグリンピック   

 ・鉄道模型展示  ・射的  ・ネイチャーゲーム体験 ・巨大迷路 

 ・砂絵クラフト ・揚げ餅つくり ・お茶つくり ・つぼ焼きいも 

 ・プラネタリウム特別投影 ・ハロウィンパーティー ・空き缶釣り 

 ・自然の博物館出張展示 など 

 

★出展団体（予定）☆ 



 ・ラボ国際交流根岸パーティー  ・さわらびの湯  ・彩の国自然学校 C'S  

 ・さやまシェアリングネイチャーの会 ・狭山市立博物館 ・(株)きら ・埼玉県茶業研

究所 

 ・埼玉県立自然の博物館（10 月 29 日のみ） 

 ・埼玉県釣りインストラクター機構（10 月 29 日のみ）   
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■□    イベント・講習会等のお知らせ     □■    
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◆◇魔法の鉄鍋でパエリアを作ろう！◇◆ 

１.いきいき体験活動事業 ～ダッチオーブン de パエリア作り～ 

 

 「魔法の鉄鍋」ことダッチオーブンを使って美味しいパエリア作りに挑戦してみましょう。 

大きくて重たいダッチオーブン、上手く使いこなすとどんな料理でもおいしく作ることが

できます。 

みんなで作るパエリアで食欲の秋を満喫しましょう。 

 

日 程：平成 29 年 11 月 23 日（木祝） 

 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：1,000 円/1 名 

 

対 象：小中学校・特別支援学校（学級）の児童・生徒とその家族 

    ※本事業は障がいのある方とそのご家族と、一般の方との交流を目的とした事業

です。 

 

定 員：30 名 

 

内 容：ダッチオーブンを使ったパエリア作り 

 

申込締切：11 月 2 日（木） ※先着順 

 

 



◆◇小さな秋を探しに行こう◇◆ 

２.もりっこクラブ４ ～身近な場所で秋探し♪～ 

 

 もりっこクラブ今年度第 4 回目は“秋探し”です。 

秩父ミューズパークのとっても広い公園の中をみんなと一緒に楽しく探検！ 

 

 

日 程：平成 29 年 11 月 25 日（土） 

 

会 場：秩父ミューズパーク 

 

参加費：1,500 円/1 名 

 

対 象：3～6 歳（年少～年長）まで 

 

定 員：25 名 

 

内 容：公園内の散策、秋探しなど 

 

申込締切：11 月 9 日（木） ※先着順 

 

 

◆◇秋のお山でアウトドアクッキング◇◆ 

３.わくわく未来事業 ～みんなでアウトドアクッキング体験～ 

 

 秋の深まった名栗のお山でアウトドアクッキングに挑戦！ 

自分たちで材料を切って、火を起こして、美味しいご飯作りです。 

「魔法の鉄鍋」と呼ばれるダッチオーブンも使ってみましょう。 

 

日 程：平成 29 年 11 月 26 日（日） 

     

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：500 円/1 名 

 

対 象：登校に不安を抱える児童・生徒とその家族 



    ※対象の方のみ申込を受付ております。あらかじめご了承ください。 

 

定 員：10 名 

 

内 容：野外炊事、自然散策など 

 

申込締切：11 月 20 日（日）※先着順 

 

 

◆◇名栗の森の生き物に迫ろう！◇◆ 

４.親子ネイチャーキャンプ ～名栗の生き物探検隊～ 

 

 たくさんの生き物が生息している名栗の森、どんな生き物がいるでしょう？ 

親子で一緒にセンサーカメラを使ったり、糞や足跡などの痕跡を探したり、夜の森を探索し

たりしながら生き物たちに迫ります。 

本物に会えるかどうかはあなた次第、生き物達の姿に迫ります。 

 

日 程：平成 29 年 12 月 2 日（土）～12 月 3 日（日） 

 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：大人：5,500 円/1 名 小学生：5,000 円/1 名 未就学：4,500 円/1 名 

 

対 象：親子 

 

定 員：40 名 

 

内 容：センサーカメラ体験、夜の森調査など 

 

申込締切：11 月 2 日（木） ※抽選 

 

 

◆◇名栗でボランティアをやってみましょう◇◆ 

５.ボランティア養成事業 ～野外スキルアップ研修会～ 

 

 名栗げんきプラザのキャンプやイベントを支えてくれるボランティアさんになってみま



せんか？ 

キャンプの時に必用となる、野外炊事をはじめとした野外活動のスキルを楽しく学ぶこと

ができます。 

キャンプ参加者からのステップアップ！高校生になったらぜひボランティアにチャレンジ

してみましょう。 

地域で子どもたちなどを対象に体験活動をしている方にもおすすめです。 

 

日 程：平成 29 年 12 月 9 日（土）～12 月 10 日（日） 

 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：4,000 円/1 名 

 

対 象：高校生（15 歳）以上 

 

定 員：30 名 

 

内 容：野外炊事、野外活動体験、安全管理講習、懇親会など 

 

申込締切：11 月 20 日（月） ※抽選 

 

 

 

◆◇冬のお寺で座禅体験◇◆ 

６.名栗シニア自然塾４ ～精進料理と座禅体験～ 

 

 名栗シニア自然塾第 4 回目は“精進料理と座禅体験” 

名栗にある「正覚寺」というお寺で座禅体験、冬の冷たい空気の中静かに自分と向き合いま

す。 

座禅をした後は、精進料理をゆっくりと味わいましょう。 

 

日 程：平成 29 年 12 月 23 日（土祝） 

 

会 場：正覚寺（飯能市上名栗） 

 

参加費：4,500 円/1 名 



 

対 象：シニア（概ね 50 歳以上） 

 

定 員：30 名 

 

内 容：座禅体験、精進料理など 

 

申込締切：12 月 7 日（木） ※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 

 

……………………………………………………………………… 

■□     10 月～12 月の空き部屋情報       □■    

……………………………………………………………………… 

◆◇ 

10 月～12 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 日まで土日を含む全日程の予約受付中です。 

 

◆◇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 → 随時受付中 

（2）平成 29 年度 4～6 月の土日の利用    → 随時受付中 



（3）平成 29 年度 7・8 月の利用       → 随時受付中 

（4）平成 29 年 9～平成 30 年 3 月の土日利用  → 随時受付中 

◆◇ 

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……………………………………………………… 

 

秋めく名栗のお山は どんぐりたくさん 

 

弾丸みたいな ミズナラどんぐり 

 

まん丸大きな クヌギどんぐり 

 

ミズナラに似てる コナラどんぐり 

 

すごーく少ない カシワどんぐり 

 

ちくちくとげとげ ヤマグリ 

 

あなたは 全部見つけられるかな!? 



  

 

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

 

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 2017/11/8(水) 


