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2 月 3 日と言えば、
「おにはーそとー！ふくはーうちー！」で豆まきをする“節分”ですね。
この“節分”は季節の変わり目の事で年に 4 回あります。
2 月 3 日の春の節分を迎えたので、外はまだまだ寒いですが暦の上ではもう「春」になりま
した。
2 月も過ぎていくとだんだんと空気に温かさを感じる日も増えてくるかと思います。
そこで、温かい上着を着て小さい春を見つけに出かけてみましょう！
みなさんのお家の近くでまず見つけられるのは、いい匂いのする「ウメ」の花ではないでし
ょうか？

桜に似た白く小さいお花から、甘い梅の香りが漂ってくると春をかんじます。
他にも少し日当たりのいい場所では「ヒメオドリコソウ」
「ホトケノザ」
「オオイヌノフグリ」
などの小さな花も顔を出すころです。
名栗では一年中葉っぱをつけている常緑樹の「アセビ」が咲き始めるころです。
とっても小さい「ツボ」のような形をした白い花がたくさん並んだ様子はとてもかわいらし
いです。
名栗げんきプラザの敷地内にはこの「アセビ」の木がたくさんあり、雪と一緒に森の中のワ
ンポイントになっています。
他にも第二駐車場の近くの沢には「ザゼンソウ」という花があります。
「ミズバショウ」によく似た茶色の花ですが、ここ数年咲いていませんはたして今年は!?
まだまだ寒い日が続いていますが、小さい春を見つけに出かけてみましょう♪
（なおき）
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イベント・講習会等のお知らせ
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◆◇シニア自然塾最終回は冬の森で自然観察◇◆
１．名栗シニア自然塾 冬の森の楽しみ方と修了式
名栗シニア自然塾第最終回は“冬の森の楽しみ方と修了式”
全 6 回の連続講座最終回。春を待つ名栗げんきプラザの森でこの時期だからこその自然観
察を行います。
たき火で温まったり、これまでの活動を振り返ったりと、森の中で仲間たちと楽しく過ごし
ましょう。
日 程：平成 30 年 3 月 3 日（土）
会 場：名栗げんきプラザ（飯能市上名栗）
参加費：1,000 円/1 名
対 象：シニア（概ね 50 歳以上）

定 員：30 名
内 容：冬芽観察、焚き火カフェ、5 回の振り返りスライドショーなど
申込締切：2 月 15 日(木) ※先着順

◆◇親子で一緒にそば打ちに挑戦！◇◆
２.親子お泊りプラン ～そば打ち＆星空観察～
親子で一緒に名栗げんきプラザに泊ってみましょう。
今回の親子お泊りプランでは、夜の星空観察とそば打ち体験がメインになります。
そば打ちでは、お隣横瀬町の「横瀬そばの会」の皆さんが講師として、そばの作り方をレク
チャーしてくれます。
粉から作る本格そば打ち体験、ぜひ親子で挑戦してみてください。
日 程：3 月 17 日（土）～3 月 18 日（日）
会 場：名栗げんきプラザ
参加費：(県内)大人 4,500 円/1 名、小学生 4,000 円/1 名、未就学児 3,500 円/1 名
(県外)大人 4,910 円/1 名、小学生 4,150 円/1 名、未就学児 3,500 円/1 名
対 象：親子
定 員：40 名
内 容：星空観察、そば打ち体験など
申込締切：2 月 15 日(木) ※抽選

--イベントのお申し込み-------------------------------電話・ＦＡＸ・メール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～4 月の空き部屋情報
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◆◇
2 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 日まで土日を含む全日程の予約受付中です。
◆◇平成 30 年度宿泊予約について
（1）平成 30 年度の 7・8 月を除く平日の利用 →

随時受付中

（2）平成 30 年度 4～6 月の土日の利用

→ 随時受付中

（3）平成 30 年度 7・8 月の利用

→

【一次受付】平成 30 年 4 月 1～4 日

（抽選）
【二次受付】平成 30 年 4 月 15 日～（申
込順）
（4）平成 30 年 9～平成 30 年 3 月の土日利用

→ 【一次受付】平成 30 年 4 月 25～28

日（抽選）
【二次受付】平成 30 年 5 月 12 日～（申
込順）
◆◇
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。
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名栗の活動・自然紹介
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◆◇【さいたま郷土料理教室 くるみ蕎麦づくり】
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………………………………………………………
雪の森を 歩いてみると
あちこち 小さな 足跡が
深くうまった シカの足跡
ちょんちょんパッ ウサギの足跡
一列にならんだ キツネの足跡
ずりずり尻尾を引きずる ネズミの足跡
雪の森の交差点 みんなどこへ行くんだろ？
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======================================================
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