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◆ 名栗だより ～げんき体験フェスティバル予告～ 

 

◆ イベント・講習会等のお知らせ 

 

 １.10/7(土)～10/8(日)  親子お泊りプラン１ ～焚き火クッキング＆星空観察～ 

 

 ２.10/14(土)～10/15(日)  親子釣り教室３ ～ニジマス釣り＆燻製作り～ 

 

 ３.10/21(土)       天体観察ガイド２ ～オリオン流星群を見よう！～ 

 

 ４.11/3(金)～11/5(日)    小学生キャンプ ～もしもの時のサバイバル体験～ 

 

 

◆ 9 月～11 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予告～ □■  
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毎年恒例、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」！ 

今年は 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他に、近隣市町村で活躍している各団体の出展ブースもあるの

で、 

普段の名栗げんきプラザでは味わえない、さまざまな楽しい体験ができますよ。 

 

★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 など 

 

★出展団体（予定）☆ 

 ・ラボ国際交流  ・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 

 ・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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◆◇秋の名栗に親子でお泊り◇◆ 

１.親子お泊りプラン ～焚き火クッキング＆星空観察～ 

 

 親子お泊りプランでは、キャンプが初めて・名栗げんきプラザに泊るのが初めてという親

子におすすめのイベントです。 

毎回夜の星空観察と各回テーマの活動を行い、それ以外の時間は親子で自由に過ごすこと



ができます。 

今回のテーマは「焚き火クッキング」普段なかなか触れる機会が少なくなった「火」を使っ

て楽しい焚き火クッキングに挑戦しましょう。 

 

日 程：平成 29 年 10 月 7 日（土）～10 月 8 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 未就学児 4,500 円 

 

対 象：親子 

 

定 員：50 名 

 

内 容：星空観察、名栗げんきプラザの宿泊体験、焚き火クッキングなど 

 

申込締切：9 月 14 日（木） ※抽選 

 

 

◆◇親子で釣りと燻製作りに挑戦！◇◆ 

２.親子釣り教室３ ～ニジマス釣り＆燻製作り～ 

 

 親子釣り教室第三回は「ニジマス釣り＆燻製作り」です。 

有間渓谷観光釣り場でニジマス釣りをしたら、げんきプラザでじっくり燻製作りに挑戦し

てみましょう。 

お魚の釣り方から美味しい食べ方まで楽しく学ぶことができます。 

 

日 程：平成 29 年 10 月 14 日（土）～10 月 15 日（日） 

 

会 場：有間渓谷観光釣り場（集合）名栗げんきプラザ（解散） 

 

参加費：大人 6,000 円/1 名 小学生 5,500 円/1 名 未就学児 5,000 円 

 

対 象：親子 

 

定 員：50 名 



 

内 容：ニジマス釣り教室、燻製作り体験など 

 

申込締切：9 月 21 日（木） ※抽選 

 

 

◆◇秋の天体ショーをみんなで見よう！◇◆ 

３.天体観察ガイド２ ～オリオン流星群を見よう！～ 

 

 10 月 21 日 20 時頃、オリオン流星群が極大を迎えます。今回は飯能市の加治東公民館を

お借りして、流星群の観察会を行います。 

秋の夜長ちょっとだけ夜更かしをして、秋の天体ショーをみなさんで楽しみましょう！ 

雨天・曇りなどの場合は、加治東公民館の中で、スライドショーの投影を行います。 

スライドショーは 20:00～20:30 の回、20:30～21:00 の回と二回実施をいたしますので、投

影時間に合わせておいでください。 

  

日 程：平成 29 年 8 月 26 日（土）20:00～21:00 

    受付開始 19:45 

     

会 場：飯能市加治東公民館 

 

参加費：50 円/1 名 

 

対 象：どなたでも 

 

定 員：なし 

 

内 容：オリオン流星群の観察、望遠鏡を使った秋の星座観察、雨天時はスライドショー 

 

申込締切：当日まで受付 

 

 

◆◇もしもの時に生き抜くサバイバル体験！◇◆ 

４.小学生キャンプ ～もしもの時のサバイバル体験～ 

 

 いつやって来るかわからない自然災害、普段からの備えがとても大切です。 



キャンプの生活の中には、もしもの時に役立つテクニックがたくさん。 

今回は特に「サバイバル」に焦点を当てて、生き残るためのさまざまな体験をしていきます。 

 

日 程：平成 29 年 11 月 3 日（金）～11 月 5 日（日） 

 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

参加費：11,000 円/1 名 

 

対 象：親子 

 

定 員：50 名 

 

内 容：星空観察、名栗げんきプラザの宿泊体験、焚き火クッキングなど 

 

申込締切：10 月 2 日（木） ※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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◆◇ 

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） 

 

※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       □■    
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◆◇【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……………………………………………………… 

 

 名栗の桜は 葉っぱが赤色 

 

 夜になると コオロギの声 

 

 まだまだ 暑い日もあるけれど 



 

 秋の気配が あちこちに 

 

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

 

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 2017/10/11(水) 


