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ゴールデンウィークの 5月 2日(土)～5月 3日(日)に、 

“親子キャンプフェスティバル”を開催します。 



総勢 200名が集まる 1泊 2日のキャンプのお祭り！ 

大人数ならではのスペシャルな親子キャンプを楽しみましょう。 

 

今回の宿泊は本館の相部屋かキャンプ場での家族部屋かで選択できます。 

本館では男女部屋以外にも、親と分かれてお泊りしたい子どものための、 

子ども部屋（男女別）もご用意します！ 

 

小さなお子さんも楽しめるクラフトや、フィールドビンゴ、 

薪割り、火おこしなどのアウトドア体験が盛りだくさん！ 

夜には 200人のキャンプファイアも行います。 

 

二日目昼食は本館泊の方は「カレー＆ナン」作り、 

キャンプ場泊の方は「巨大鍋料理」作りに挑戦します。 

 

名栗げんきプラザ史上最大のキャンプを一緒に楽しみましょう♪ 

 

申込は 3月 20日(金祝)～4月 16日(木)まで受付ております。 

今回は先着順となりますので、お早めにお申込みください。 

 

プログラムの詳細等は、また後日改めてお知らせいたします。 

 

日 程：5月 2日(土)～5月 3日(日) 

会 場：名栗げんきプラザ 

参加費（本館泊：男女別の相部屋） 

    大人 6,500円 小学生 6,000円 幼児 5,500円 

参加費（キャンプ場泊：家族部屋） 

    大人 6,000円 小学生 5,500円 幼児 5,000円 

対 象：親子 

定 員：200名（先着順） 

    本館泊   ：120名 

    キャンプ場泊：80名 

申込期間：3月 20日(金祝)～4月 16日(木) 

    ※申込は電話のみ受付ます※ 
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◆◇春の森を探検♪◇◆ 

１.もりっこクラブ１ 

 ～ぽかぽか春の森遊び～ 

 

年少～年長さん対象の自然遊びプログラムです。 

今回は春爛漫な名栗の森をみんなで探検。 

色とりどりなお花や、かわいい虫が出てくる春の森、 

不思議な出会いがたくさんあります。 

 

日 程：4月 19日(日) 

会 場：名栗げんきプラザ 

参加費：1,000円 

対 象：3～6歳（年少～年長） 

定 員：25名 

申込締切：4月 9日（木） 

 

◆◇森で忍者修行！◇◆ 

２.忍者キャンプ 

～名栗の森で忍者修行～ 

 

名栗の森で忍者修行にチャレンジ！ 

キャンプで出会う仲間と協力しながら、 

立派な忍者を目指しましょう。 

 

日 程：4月 25日(土)～4月 26日(日) 

会 場：名栗げんきプラザ 

参加費：6,500円 

対 象：小学 1～3年生 

定 員：40名 

申込締切：4月 4日(土) 

 

◆◇名栗湖でゆったりカヌー◇◆ 

３.日帰り体験プログラム 

 ～春のうららのカヌー体験～ 

 



地元飯能の「西川材」で作られたカヌーは、 

ゆったり安定しているので初めての人でも安心です。 

広い名栗湖を探検してみましょう。 

 

日 程：4月 29日(水祝) 

    １：午前の部  09:00 ～ 12:15 

    ２：午後の部  14:00 ～ 16:45 

会 場：名栗カヌー工房（名栗湖） 

参加費：2,000円 

対 象：どなたでも 

定 員：各回 20名 

申込締切：4月 15日(水) 

 

◆◇アクティブシニアにおすすめ！◇◆ 

４.名栗シニア自然塾（年間コース） 

 

シニア対象自然体験講座“シニア自然塾” 

年間全 6回の様々な自然体験プログラムを行います。 

連続講座なので、ここで出会う仲間や、 

各回の講師の方などとの交流も楽しみましょう。 

 

参加費：26,000円(年会費) 

対 象：シニア（概ね 50歳以上の方） 

定 員：20名 ※先着順 

申込期間：3月 17日(火)～4月 30日(木) 

 

※シニア自然塾年間スケジュール(全 6回) 

１）5月 15日～16日 野鳥の歌声識別講座 

２）6月 26日    名栗川でホタル観賞＆アウトドアな夕御飯 

３）7月 10日    カヤックに挑戦！荒川編 

４）9月 24日    陶芸前編＆流しそうめん 

５）11月 12日    陶芸後編＆ドラム缶ピザ 

６）12月 14日～15日 門松！キャンドル！ふたご座流星群！ 

 

☆名栗シニア自然塾★ 

～野鳥の歌声識別講座～ 



 

今年度第一回目は「野鳥の歌声」がテーマ、 

名栗の森で美しい野鳥の声に耳を傾けます。 

げんきプラザの「のっぽさん」がご案内します。 

 

日 程：5月 15日(金)～5月 16日(土) 

会 場：名栗げんきプラザ 

 

--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、 キャンセル待ち希望の有無、 

 何を見て申し込んだか？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。 

 →送り先はメールマガジン末部を確認してください。 

……………………………………………………………………… 

■□     3月～5月の空き部屋情報       □■    

……………………………………………………………………… 

◆◇ 

3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） 

 ※2020年度の宿泊は平日・6月までの宿泊は随時受付中です。 

 

◆◇ 

宿泊予約方法 

(1)空き部屋情報をご確認いただき、 

  電話・FAX・メール、いずれかの方法でお問い合わせください。 

 

(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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◆◇【もりっこお泊り会】  



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……………………………………………………… 

 

ふと道端で 目が留まる 

 

足元に咲く 小さいお花 

 

しゃがんで よ～く見てみると 

 

いろんな色で とても賑やか 

 

お勧めは とても 小さい青い花 

 

もみもみすると きゅうりの匂いの キュウリグサ 

 

虫眼鏡で じ～っと見ると 

 

まるで 小さな ワスレナグサ 

 

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

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：高橋 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 2020年 4月 8日(水) 

 


