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■□名栗だより  ～ただ今プレイホール工事中～  □■  

……………………………………………………………………… 

 名栗げんきプラザの室内で一番広い活動場所の「プレイホール」 

みなさんもここでボール遊びや、バトミントン、卓球などをしたことがあるかもしれませ

ん。 

学校の宿泊学習で来た人たちも、まずはこのプレイホールで「はじめのつどい」を受けて

からの入所だったり、 

雨が降った時にキャンドルファイアをここで実施したりとたくさんの思い出が生まれてい

る場所です。 



主催事業の受付等でもよく利用していて、キャンプの時には、夜の時間など子ども達の楽

しそうな声が響いていました。 

 

2月現在、プレイホールの天井は耐震化工事を行っているため、利用することができなくな

っています。 

しばらくはみなさんにご迷惑をおかけしますが、より安全に楽しく利用していただくため

の工事です。 

3月には利用できるようになる予定ですので、ぜひまた週末などに遊びに来た際にはプレイ

ホールをご利用ください。 

 

 

……………………………………………………………………… 

■□    イベント・講習会等のお知らせ     □■    

……………………………………………………………………… 

 

◆◇親子でそば打ちに挑戦！◇◆ 

１.親子おとまりプラン ～そば打ち体験&星空観察～ 

 

 名栗げんきプラザのすぐお隣、秩父地域は昔から“おそば”が有名です。 

地元でそば打ちを教えている、「横瀬そばの会」の皆さんを講師にお呼びして、 

粉から作る本格そば打ち体験に挑戦しましょう。 

夜には望遠鏡を使って春の星空観察も行います♪    

 

日 程：平成 29年 3月 18日（土）～3月 19日（日）15:30～14:00 

 

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 未就学児 3,700円/1名 

    県外大人 4,910円/1名 県外小学生 4,150円/1名 未就学児 3,700円/1名 

 

対 象：親子 

 

内 容：天体望遠鏡を使った天体観測、名栗げんきプラザ宿泊体験、そば打ち体験など 

 

申込締切：2月 17日（金） 

 



 

◆◇春のお山で元気にキャンプ！◇◆ 

２.小学生キャンプ ～春だ！みんなでアウトドア体験～ 

 

 新年度最初の小学生キャンプ！冬から目覚めて元気になってきた森の中、 

はじめて会うお友達と一緒に森の中を探検したり、アウトドアクッキングにも挑戦！ 

一体どんな出会いがあるかな？小さな冒険に出発！  

  

日 程：平成 29年 4月 29日（土）～4月 30日（日） 

 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：6,000円/1名 

 

対 象：小学 1年～4年生 

 

定 員：40名 

 

内 容：オリエンテーリング、森遊び、野外炊事など 

 

申込締切：4月 14日（金） ※抽選 

 

 

◆◇親子でキャンプをはじめてみよう！◇◆ 

３.親子キャンプ ～親子で泊まろう！初めてのテント体験～ 

 

 キャンプを始めてみたいけど道具も無い、やり方がわからない。。。 

というご家族におすすめです！新緑の気持ちがいい名栗の山を舞台に家族でキャンプをは

じめましょう！ 

テントの張り方や簡単野外料理など楽しく実践しながら学べます。 

親子キャンプが終わったら、夏休みは家族でキャンプに挑戦してみましょう！ 

  

日 程：平成 29年 5月 3日（水祝）～5月 4日（木祝） 

     

会 場：名栗げんきプラザ 

 



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

    県外大人 5,910円/1名 県外小学生 5,150円/1名 未就学児 4,500円/1名 

 

対 象：親子 

 

定 員：40名 

 

内 容：テント設営、テント宿泊体験、野外炊事など 

 

申込締切：4月 14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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■□     2月～5月の空き部屋情報       □■    
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◆◇ 

2月～5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……………………………………………………… 

 

鬼は外！ 福は内！ 

 

節分の豆まきをしたら 暦は春 

 

名栗の自然も 少しずつ移ろいます 

 

馬酔木の花も ぽつぽつ開き 

 

春の気配が 日に日に迫る 

 

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

 

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 2017/3/8(水) 


