
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県体験活動支援センター 

（滋賀県教育委員会事務局生涯学習課） 



■問合せ先：大津市立和邇公民館
■郵便番号：520-0526
■住所　　　：大津市和邇中
■電話番号 ：077-594-2234
■FAX番号　：
■e-mail　　 ：
■備考　　　 ：

人工登はん壁のぼりに挑戦することでチャレ
ンジ精神を育み、意欲の向上を目指す活
動。

■宿泊数
■宿泊施設

参加費用

■小学生　     　   22 人
■中学生               　人
■高校生               　人
■その他、保護者　15　人

250円

■協力団体　　びわこ成蹊スポーツ大学  7 人
■スタッフ数　　 3 人（講師含む）

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

普段はなかなか体験できないダイナミックな活動を通して、意欲的に挑戦する気持ちや登れたとき
の達成感を味わうことを目的とする。

参加人数（予定）

大津市立和邇公民館

平成２２年６月６日（日）

比良げんき村

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

子どもの広場事業

～岩登りに挑戦～君もロッククライマー!～

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

地域子ども教室

地域の子どもを地域で育てよう！

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

趣旨・目的

ホームページ

子どもを社会全体で育む環境を整備するため、休日の時間帯を中心に地域の集会所、公民館等を
会場にして、地域の人材を指導員とし、スポーツ・文化・自然体験等を通して、子ども達の居場所作
りを進め、健全育成に努める。

参加人数（予定）

彦根市地域教育協議会　西地区公民館

平成２２年６月２６日（土）～平成２３年２月２６日（土）　全９回

西地区公民館・城西・城北学区史跡地

問合せ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

参加費用

■小学生　　各回　約15名
■中学生
■高校生
■その他　　保護者（親子活動のみ）

無料

■協力団体　学区健康推進委員、西地区公民館サークル、学区社会福祉協議会、学区青少年育成協議会
■スタッフ数　　３名（職員）

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

■問合せ先：西地区公民館
■郵便番号：５２２－００６４
■住所　　　：彦根市本町一丁目９－１
■電話番号 ：０７４９－２４－２９５７
■FAX番号　：０７４９－２４－２９５７
■e-mail　　 ：
■備考　　　 ：

第1回：「まちなか発見ウォーク」、第2回：「古
代体験とパイプオルガンの音色」、第3回：「焼
きすぎ工作をしよう」、第4回：「竹で作って遊
ぼう」、第5回：「英語であそぼ！」、第6回：「親
子でクッキング」、第７回：「しめなわ作りと一
輪挿し」、第8回：「子ども国際交流」、第9回：、
「体にいいおやつ作り」

参加不可

屋形船乗船体験は、すごくおもしろかった。

■宿泊数
■宿泊施設

お城までみんなで歩いて

屋形船に乗って

第1回まちなか発見ウオーク！



テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

彦根市サイエンスプロジェクト
「自律型サッカーロボット研究室」体験教室

科学への好奇心、探求心を育てよう！
科学で世界にチャレンジ

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

彦根市では、子ども達の科学への好奇心や探求心を引き出し、もどづくりの楽しさを体験していただ
くため、また、国際科学技術コンテストを通して科学で世界にチャレンジできる機会を提供するた
め、自律型ロボットとパソコンを用いた「サッカーロボット研究室」を開催している。
そのキックオフイベントとして、市内小中学生を対象に、「自律型サッカーロボット研究室」の体験教
室を開催するもの。

参加人数（予定）

彦根市教育委員会　生涯学習課　

平成２２年１０月３１日（日）

彦根市サイエンスラボ（彦根市銀座町２－１９　小島ビル2階）

活動名（事業名）

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　　２５名
■中学生　　１５名
■高校生
■その他　　保護者　５０名　　指導者５名　　大学生スタッフ３名

無料

■協力団体　　子どもの理科離れをなくす会  （代表　北原達正）
■スタッフ数　　1０名

http://e-kagaku.com/hikone/

■問合せ先：彦根市教育委員会　生涯学習課
■郵便番号：５２２－０００１
■住所　　　：彦根市尾末町１－３８
■電話番号 ：０７４９－２４－７９７１
■FAX番号　：０７４９－２３－９１９０
■e-mail　　 ：syogai@mx.hikone.ed.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

ホームページ

・自律型ロボットを使ったプログラムの体験教
室
・自律型ロボット研究室
（「自律型ロボット」とは、自ら状況を判断して
動くロボットのことで、事前に動かしたい動作
をイメージしてプログラムを作成する）

参加不可

プログラムを考えたり、ロボット製作に入ったりするとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
自分の思うように動くプログラムを作れたときは達成感があります。

■宿泊数
■宿泊施設

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用



活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

虎っ子通学合宿

虎姫公民館から学校へ行こう！
～新しい発見、自分発見をしてみませんか～

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

趣旨・目的

ホームページ

物質的な豊かさの中で、親に依存して暮らす子どもたちに共同生活の機会を提供し、「自分のことは自分で
する」生活体験をとおして、生きる力を育み、自立心を高める。また、地域の大人との関わりの中で顔がわか
る関係をつくり、ふれあいを深めるとともに青少年育成への関心を高める機会にすることを目的とする。

参加人数（予定）

虎姫子ども体験キャンパス実行委員会

平成２２年９月２１日（火）～９月２５日（土）

虎姫公民館

問合せ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

参加費用

■小学生　          １６ 人
■中学生            １０ 人
■高校生              　 人
■その他、保護者　  ９ 人

４，０００円

■協力団体　虎姫学区青少年育成会議、地域ボランティア
■スタッフ数　　 延べ　３２ 人

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

■問合せ先：長浜市虎姫公民館
■郵便番号：５２９－０１４２
■住所　　　：長浜市田町１０８
■電話番号 ：０７４９－７３－２２７３
■FAX番号　：０７４９－７３－４１６７
■e-mail　　 ：
■備考　　　 ：

毎日の生活にかかせない食事や洗濯、掃除な
どを子どもたちが家族のように助け合って生活し
ます。学生リーダーや地域ボランティアの大人が
サポートします。

否

地域ボランティアの協力を得て「もらい湯」体験（２日間）

■宿泊数　　　　４泊５日
■宿泊施設　　虎姫公民館



形　　態

活動内容

七尾小通学合宿

感謝

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

一日の生活体験を通じて、親・家族への感謝、大切さを知る。

参加人数（予定）

七尾小学校通学合宿実行委員会

平成２２年１０月１４日～１０月１７日（３泊４日）

七尾公民館

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　５６人
■中学生
■高校生
■その他

３，０００円

■協力団体　地域づくり協議会・連合自治会・老人クラブ・健康推進員・日赤奉仕団・更生保護女性会
■スタッフ数　１３人×４日

■問合せ先：七尾公民館
■郵便番号：５２６－０２３５
■住所　　　：長浜市佐野町１８１
■電話番号 ：０７４９－７４－０４５８
■FAX番号　：０７４９－７４－１４６９
■e-mail　　 ：
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

ホームページ

合宿を通じて生活体験。食事の準備、洗濯、学
校の準備を親の手伝いなしに自分たちで行う。

否

■宿泊数　３日
■宿泊施設　七尾公民館

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用



形　　態

活動内容

富士宮市・近江八幡市児童生徒交歓会

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

夫婦都市提携を結んでいる富士宮市と近江八幡市の小学生が、豊かな自然や歴史に恵まれた中で、２泊３
日の生活を通してお互いの親交を深め、健全な青少年の育成をはかるとともに、両市間の友好を深め、両
市の今後一層の発展に寄与する。

参加人数（予定）

近江八幡市教育委員会

平成22年７月２９日～７月３１日

近江八幡市と富士宮市で隔年開催

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　    ７２     人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　   人

3000円

■協力団体
■スタッフ数　　 ３２    人

なし

■問合せ先：近江八幡市教育委員会学校教育課
■郵便番号：５２３－０８９１
■住所　　　：近江八幡市桜宮町２３６
■電話番号 ：０７４８－３６－５５３１
■FAX番号　：０７４８－３２－３３５２
■e-mail　　 ：040400＠city.omihachiman.lg.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

ホームページ

夫婦都市である近江八幡市と富士宮市の小学
生が、富士登山や琵琶湖での水泳などの自然
体験やキャンプファイヤーなどの交流活動を行
う。

不可

異なる市の小学生が宿泊を伴う体験交流を行う

■宿泊数　２泊
■宿泊施設　滋賀県立希望ヶ丘文化公園　青年の城

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用



親から離れ、公民館で食事や身の回りの事を子
ども達が協力して行うことで、個々の自立心を高
め、親を始め周辺の人達への感謝の心と、家庭
や家族の大切さに気づかせると共に地域のサ
ポーターとのふれあいによって、家庭と地域、学
校が連携した子育てを推進する機会とする。

否

・通学合宿楽しかった。またやりたい。・通学合宿サイコー、次もいくぞ。・もう１泊したい等。

■宿泊数　　　　　４泊５日
■宿泊施設　　　安土町公民館

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　       ２３  人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　   人

４，０００円

■協力団体　　　　９
■スタッフ数　　  ６３  人

■問合せ先：安土町総合支所文化体育振興課
■郵便番号：５２１－１３９２
■住所　　　：近江八幡市安土町小中１－８
■電話番号 ：０７４８－４６－７２１４
■FAX番号　：０７４８－４６－5３２０
■e-mail　　 ：390140＠city.omihachiman.lg.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

安土町公民館で宿泊しながら学校へ通学し、団体生活を送るもので学校、学年の違う友達と『寝・食』を共に
しながら多くのことを学ぶ。毎日の家庭での生活を振り帰り、お父さん、お母さんなどに感謝ができる場とす
る。

参加人数（予定）

安土地域青少年育成区民会議・近江八幡市安土町総合支所文化体育振興課

平成２２年１０月１２日（火）～１０月１６日（土）

近江八幡市安土町公民館

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

平成２２年度安土地域通学合宿

 『かわいい子には合宿をさせよ』

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類 　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

南笠東通学合宿

地域との共生を目指して

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

趣旨・目的

ホームページ

小学生４年～６年生対象に、友達とのさまざまな体験や集団生活を通じ、自ら進んで考え、判断し、行動でき
る力や、他人への思いやり・協調する心を育てる。炊事や洗濯、掃除といった基本的な生活にかかわること
を自分たちで体験することにより、家族の仕事の大変さや地域の中で支えられている自分自身に気づく。

参加人数（予定）

南笠東学区地域協働合校通学合宿実行委員会

平成２２年７月１日（木）～３日（土）

南笠東市民センター（公民館）

問合せ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

参加費用

■小学生　　　　　　３０名
■中学生　　　　　　　６名
■高校生
■その他

　　　　２，５００円

■協力団体　　自治連合会、社会福祉協議会、青少年育成学区民会議、体育振興会、少年補導員、民生委
員・児童委員協議会、同和教育推進協議会、子ども会指導者連絡協議会、更生保護女性会、健康推進員、
小学校、市民センター
■スタッフ数　　９０名

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

４年目となる「通学合宿」地域あげての行事として位置づけられ、多くの方々の御協力をいただくことができ
ました。参加児童の保護者にもスタッフとして関わっていただき、子ども達と地域の方々との結びつきの大切
さを実感していただけました。子ども達は、共同生活を通して規則正しい生活のリズム、ルールを体験するこ
とにより、今自分のすべきことを考える機会を得ることができました。後日の保護者のアンケートには「家に
帰ってから、手伝いをしてくれるようになった」「妹への接し方が変わった」という報告をいただきました。しか
し、まだまだ受身的な活動となっているので自主的な活動につながるように働きかけをしていきたい。

■問合せ先：南笠東市民センター（公民館）
■郵便番号：５２５―００７２
■住所　　　：草津市笠山１丁目１－４７
■電話番号：０７７－５６１―８４６９
■FAX番号：０７７－５６１―８４６９
■e-mail　 ：sc-minamigasa@city.kusatsu.lg.jp
■備考　　 ：

朝食・夕食づくり、洗濯、ドラム缶風呂体験、朝
の体操、アウトドアクッキング、クラフト（キャンド
ル作り、竹工作）、流しそうめん

　　　　参加不可

毎年少しずつパワーアップする「ドラム缶風呂」。追い炊き機能やシャワー機能がついたりと地域の皆さんの
ご協力により本格的なお風呂場に。また、昨年に引き続き、炭火を起こしてのアウトドアクッキングと外での
食事は、火の扱いの基本を学び、子ども達とスタッフとの楽しい時間となっています。

■宿泊数　　　　　２泊３日
■宿泊施設　　　南笠東市民センター（公民館）

ドラム缶風呂

キャンドルづくり

アウトドアクッキング

洗 濯



形　　態

活動内容

２０１０玉川通学合宿

楽しくすごす

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

子どもたちが通学しながら共同生活を体験する中で、日常生活の基本となることを自分たちで考え、行動し
お互いの立場や役割を理解し、協力し合うことを学ぶ。また、地域の方々とのかかわりの中で、子どもと大人
のふれあいを深めることを目的とする。

参加人数（予定）

玉川小学校区地域協働合校推進委員会

平成２２年７月１日（木）～３日（土）

玉川市民センター（公民館）

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　　　２８名(小学５年生～６年生）
■中学生
■高校生
■その他

３，０００円

■協力団体　　自治連合会、教育振興会、社会福祉協議会、青少年育成区民会議、体育振興会、玉川小学
校ＰＴＡ、野路老人クラブ寿会、民生･児童委員協議会、玉川公民館自主教室、玉川小学校、酒味湯の会、
更生保護女性会、エルダー婦人会、日赤奉仕団、健康推進員、草津ＢＢＳ会
■スタッフ数　約１５０名

今年度は、エコバッグを製作して通学合宿の思い出の作品づくりができた。地域との交流では「七夕飾りづく
り」を指導してもらい、一緒に短冊づくりをすることにより、さらに地域の方々とのふれあいが深まった。また、
保護者の協力も多くなり、運営がスムーズであった。
来年度は男子の参加者数を増やすための募集方法を検討することと、さらに子どもたちが自主的に行動で
きるプログラムづくりを検討する。

協力団体
スタッフ数

ホームページ

■問合せ先：玉川市民センター（公民館）
■郵便番号：５２５－００５９
■住所　　　：草津市野路九丁目７－４２
■電話番号：０７７－５６４－０１８９
■FAX番号 ：０７７－５６４－０１８９
■e-mail　 ：sc-tamagawa@city.kusatsu.lg.jp
■備考

夕食の食材買い物、夕食づくり、
地域へもらい湯、地域との交流
（玉川の歴史のお話・七夕飾りづくり）
ドラム缶風呂、ラジオ体操
地域の歴史探訪（雨のため中止）
エコバッグづくり、流しそうめん

参加不可

地域の方から歴史を学び、また地域の方にもらい湯をさせていただくなど、地域の方とのふれあい交流を深
め、家庭では体験できない集団生活から自立と感謝の心を育てることができる。
【子どもの感想】３日間の中でも特に心に残ったのは、もらい湯です。もらい湯に行った家の人たちが
話しかけてくれたり、お茶を用意してくれたりととても親切でうれしかったです。

■宿泊数　　　　　　２泊３日
■宿泊施設　　　　 玉川市民センター（公民館）

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

七夕飾りづくり
ドラム缶風呂



成果：当日にむけて、学校の昼休みも返上しみんなで考え話合い事前研修会を積重ねてきました。
友達とともに頑張って取り組めた事。家庭へ戻った後、家事の手伝いが積極的にできた事、今、自分は何を
しなければいけないのか、等自分だけでない、他人のことまで考えられる力をつけられたとおもいます。地域
のパトロールにまわり、自分達も人の為に役立つ事ができた達成感を味わい、今後はボランティア活動に目
覚めてくれればと期待します。

課題：通学合宿なので、就寝時間の厳守（子ども達も気が高ぶり、なかなか寝られない様子）

■問合せ先：大路市民センター（公民館）
■郵便番号：５２５－００３２
■住所　　　：草津市大路２丁目９－１１
■電話番号：０７７－５６３－５６７３
■FAX番号：０７７－５６３－５６７３
■e-mail　 ：sc-ooji@city.kusatsu.lg.jp
■備考　　 ：

館内探検・食事準備・フレンドパトロール（火の
用心）・ラジオ体操・大路探検ウォークラリー・思
い出新聞・ありがとうパーティ・掃除　・入浴・等

　　参加不可

親から離れ子ども達が協力して頑張る。その姿にはたのもしさが感じられます。親も子どもから離れることに
よって、見方が変わるのではないでしょうか。楽しくて夜は寝ませんが、それも楽しい体験の一つだと思いま
す。

■宿泊数　　　2泊3日
■宿泊施設　大路市民センター（公民館）

参加費用

■小学生　　　33名
■中学生　　　 2名
■高校生
■その他　　155名

　　２，０００円

■協力団体　　町内会連合会・社会福祉協議会・同和教育推進協議会・青少年育成区民会議・更生保護女
性会・民生委員児童委員協議会・健康推進員・体育振興会・わんぱくプラザ草二っ子・西口商店街・草津第
二小学校・草津第二小学校ＰＴＡ・草津中学校・草津中学校ＰＴＡ・草津第二学区子ども会・地域ボランティア
草津中学校生徒　他
■スタッフ数　　延べ　１５５名

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

草津第二小学区内の3年生～6年生を対象に、一定期間、友達と共同生活をおくることで、協調性を学び、自
立心を高める。家族に頼りきりになっている食事つくりや掃除といった基本的な生活にかかわる事を自分で
やることで家族や家庭の大切さに気づく。地域の方々にかかわることにより、地域とのつながりを深める。自
分達で考え、結束力を固める。達成感を味わう。仲間作りができる。

参加人数（予定）

草津第二小学区地域協働合校推進委員会

平成22年7月15日（木）～7月17日（土）

大路市民センター（公民館）

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

フレンドハウスおおじ

通学合宿
　わくわくどきどき初めてのお泊り
　　　フレンドハウスおおじ

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入 子ども事前研修会 大路探検ウォークラりー

（大路の問題を考え中）

食事準備 閉校式



活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

　かさっこ通学合宿２０１０

地域の中で、仲間と一緒に、新しい自分を発
見！！

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

趣旨・目的

ホームページ

○　仲間との共同生活を通して、自主性や自立性、協調性を育む。
○　家庭や家族の大切さに気づく機会とする。
○　子どもたちと地域の方々とのふれあい、つながりを深める。
○　子どもも大人も共に学ぶ。

参加人数（予定）

　笠縫学区地域協働合校推進委員会、かさっこ通学合宿実行委員会

　平成２２年７月１日（木）・２日（金）・３日（土）

　笠縫市民センター（公民館）

問い合わせ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

参加費用

■小学生　　　２８名
■中学生　　　　２名（ボランティアスタッフとして日帰りのみ）
■高校生
■その他

小学生ひとり ２,０００円

■協力団体　子ども会指導者連絡協議会、笠縫小学校ＰＴＡ、青少年育成学区民会議、民生委員・児童委
員協議会、健康推進員、体育振興会、老人クラブ、自治連合会、笠縫小学校、地域ボランティア、松原中学
校
■スタッフ数　のべ１４７名

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

http://kasanui.net/

■問合せ先：　笠縫市民センター（公民館）
■郵便番号：　５２５－００２８
■住所　　　：　草津市上笠１丁目１８－３３
■電話番号：　０７７－５６２－００７１
■FAX番号：　０７７－５６２－００７１
■e-mail　 ：　sc-kasanui@city.kusatsu.lg.jp
■備考　　 ：　http://kasanui.net/

開閉校式の企画運営、地域の民家へもらい湯
体験、公衆浴場での入浴体験、夕食準備・後片
付け、洗濯、環境学習（「ペットボトルのキャップ
から油ができる?!」実験装置の学習、エコボード
ゲーム）、バーベキュー＆流しそうめん、花火、
地域の大人と一緒にラジオ体操、教え合い学習
（学校の宿題等）、班ミーティング（一日の反省
等）、館内清掃活動

不可

○非日常的な体験（親元を離れて友人と宿泊、もらい湯等）を過ごす子どもたちの普段見られないような表
情、生き生きとした姿を見ることができる。  ○子どもと地域の大人の交流ができる。

■宿泊数　　　　　２泊３日
■宿泊施設　　　 笠縫市民センター（公民館）



２泊３日の宿泊生活体験
１日目：開校式、宿題、竹細工体験
２日目：バーベキュー、山田の歴史探訪、
          度胸だめし
３日目：ヨシすだれ編み体験、文集づくり、
         清掃

否

参加者の声「楽しいことがいっぱいで参加してよかった。来年もぜひ参加したい。」

■宿泊数　　　２泊
■宿泊施設　山田市民センター・武道館

課題と成果

問い合わせ先

参加費用

■小学生　２８名
■中学生　　７名
■高校生　　２名
■その他

２，５００円

■協力団体　　　２６団体
■スタッフ数　　１９０名

成果：家庭から一歩出た集団生活の中で、異年齢との交流・仲間づくりの大切さを学んだ。
       また、地域の方々の協力により、地域の方々と一緒にいろんな学習と体験ができた。
課題：通学合宿ということで、参加した子どもたちの体力的負担が大きく、疲れる子どもがいた。
       また、６年生の男子の参加者が少なく、学年・男女別にバラツキが目立った。　開催時期や
       宿泊数そして、内容を検討する必要がある。

■問合せ先：山田市民センター
■郵便番号：525-0063
■住所　　　：草津市南山田町６７８
■電話番号：０７７－５６２－００４４
■FAX番号：０７７－５６２－００４４
■e-mail　 ：sc-yamada@city.kusatsu.lg.jp
■備考　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

地域の子どもたちが公民館を拠点に、２泊３日の通学合宿を行うことで、大人と子どもの交流を深める

参加人数（予定）

山田学区地域協働合校

平成２２年７月1５日（木）～７月１７日（土）

山田市民センターほか

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

やまだアドベンチャーハウス

地域の皆さんに感謝し、交流を深める。

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

流しソーメン 竹細工体験

ヨシすだれ編み体験



４/29・5/9・5/30・6/20・7/3・7/25・9/5・10/24・11/3の全９回　

午前中２時間
野菜の苗植えから収穫まで
田植えから稲刈りまで
収穫した野菜で調理実習

親と子水遣りや除草作業を実施しながら、作物の収穫を味わえたことがよかった。

■宿泊数
■宿泊施設

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　           １３人
■中学生              １ 人
■高校生             　  人
■その他、保護者　   ９人

1家族　４，５００円

■協力団体　　JAおうみ冨士営農センター　おうみんち
■スタッフ数　　     ５  人

http://www.usennet.ne.jp/~eru/

■問合せ先：　生涯学習会館
■郵便番号：　５２４－００４１
■住所　　　：　守山市勝部三丁目９番１号
■電話番号 ：　077-583-5558
■FAX番号　： 077-583-5556
■e-mail　　 ： shogaigakushu@city.moriyama.lg.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

原体験が不足している青少年に親と子で共に汗をかきながら、野菜の苗植えから収穫、田植えや稲刈りを
通じて自然の恵みや作物が成長する姿をとおして喜びを感じ、親子の絆を深める。

参加人数（予定）

守山市　生涯学習課　生涯学習会館

守山市　おうみんち　市立守山中学校　北公民館

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

野菜とお米づくり体験講座

自然の恵み、収穫の喜びを味わおう！

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会の子ども未来基金の助成を得ています。

　小学４年生から６年生までの子どもが、異年齢
の小集団で一定期間合宿し、通学します。食事
づくりから掃除など、基本的な生活に関わること
はすべて子どもが自分たちでします。
　地域の大人がボランティアとして合宿に参加
し、宿泊の安全確保・生活体験指導・朝夕調理
指導等を行い、子どもの合宿での生活を支援し
ます。

治田小学校の生徒のみ

食事の買出しで、決められた金額ぴったりに子どもたちが買ってくるのは付き添う大人も感心。夜には小学
校の先生も子どもの様子を見に来てくれます。お風呂は地域の皆さんの家でもらい湯。豆腐作りにも挑戦し
ました。最終日には保護者もいっしょにお食事です。

■宿泊数　　　児童　24人　　大人 6人
■宿泊施設　コミュニティーセンター治田
　　　　　　　　　（宿泊施設ではないので開催時の宿泊は特別な許可をもらっています）

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　          24人
■中学生             0人
■高校生             0人
■その他、保護者　約40人

3,500円

■協力団体　民生委員児童委員協議会　治田小学校PTA　治田小学校　治田学区老人クラブ連合会
　　　　　　　　地域ボランティア　他
■スタッフ数　　     13人

なし

■問合せ先：０７７－５５１－０１３１
■郵便番号：520-3088
■住所　　　：栗東市安養寺3丁目1番1号
■電話番号 ：０７７－５５１－０１３１
■FAX番号　：０７７－５５２－５５４４
■e-mail　　 ：syogaigakusyu@city.ritto.lg.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

　一定期間、共同生活（生活体験）を送ることを通して生活する技能や自立心を高めるだけでなく、自分をみ
つめなおしたり、人とのよりよいかかわり方、あるいは家庭や家族の大切さに気づいたりする機会をつくりま
す。
　また、地域の人々や各種団体の力を導入することにより、子どもらが多くの大人とふれあい、地域の人々と
の結びつきを強め、活動後も青少年育成の気運が、地域全体で高まっていくことをねらいとします。

参加人数（予定）

治田学区地域教育協議会

平成22年10月14日～16日

コミュニティーセンター治田

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

通学合宿　「治田宿」

子どもが自分でやりぬくことが基本
口は出すけど手は出さない
学校生活も普段どおりに

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

コミュニティーセンター治田

豆腐作りをしている様子



形　　態

活動内容

ニンニン忍者キャンプ

～めざせ！キャンプの達人～

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

　地域の団体等でのリーダー的役割を担う年代の子どもたちが、地域の資源を活用しながら地域を知り、自
然の中での体験とグループ活動を通じてリーダーとしての知識、技能、経験と安全意識を身に付ける場を提
供し、今後地域等での活動において、自信を持ってリーダーとしての活動ができるようにする。

参加人数（予定）

青少年自然活動支援センター、社会教育課

平成２２年８月２６日（木）～８月２８日（土）

高間みずべ公園キャンプ場

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　          ３４人
■中学生              ０人
■高校生              ０人
■その他、保護者　  ０人

１人 ３，０００円

■協力団体　　滋賀県キャンプ協会
■スタッフ数　　    ２０人

■問合せ先：　青少年自然活動支援センター
■郵便番号：　５２０－３４３１
■住所　　　：　甲賀市甲賀町大原中８８６
■電話番号 ：　０７４８－８８－４１００
■FAX番号　：　０７４８－８８－５０５５
■e-mail　　 ：　koka-kafuka@city.koka.lg.jp
■備考　　　 ：

今年度は、ニンニン忍者キャンプシリーズとして
秋ｷｬﾝﾌﾟ(11月20～21日・１泊2日)・冬ｷｬﾝﾌﾟ(2月6日・ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ)を実施

キャンプ１日目
　　場内の探検、キャンプ村づくり、
　　キャンプ技術の習得、夜のつどい
キャンプ２日目
　　課題解決オリエンテーリング、アウトドア
　　クッキング、キャンプファイヤー
キャンプ３日目
　　自然観察、成果発表

　否

■宿泊数　　　　２泊
■宿泊施設　　高間みずべ公園キャンプ場

※写真を貼り付け



「甲賀市エコフェスタ2010」（甲賀市市民環境部生活環境課）を同時開催

＊甲南高等学校・・・つぶふわスライム作り／極低温実験
＊水口東高等学校・・・プラネタリウム
＊甲賀看護専門学校・・妊婦・老人体験／赤ちゃん抱っこ体
験
＊甲賀健康医療専門学校・・・体力測定
＊水口女子専門学校・・・オリジナル小物作り
＊(社)甲賀市シルバー人材センター・・・昔遊び(布草履作り・
コマまわし・折紙・お手玉)
＊教育人材バンク登録者・・・手づくりおもちゃ

参加不可

【参加者の声】色々なブースがあり、普段体験できないことを体験したり、見たりできた／高校生や専門学校生が各ブースを出している
のが新鮮だった

■宿泊数　　　なし
■宿泊施設　 なし

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生
■中学生  　　　各年齢区分毎には把握できていない
■高校生  　　　実績　延べ７００人
■その他

無料

■協力団体(スタッフ数)　水口東中学校・高等学校(１１)／甲南高等学校(１３)／水口女子専門学校（９）／甲賀看護専門学校(１８)／甲
賀健康医療専門学校(１１)／(社)甲賀市シルバー人材センター（会員）／教育人材バンク(１)／社会教育課（９）

■問合せ先：甲賀市教育委員会事務局社会教育課
■郵便番号：５２０－３３９３
■住所　　　：甲賀市甲南町野田８１０番地
■電話番号：０７４８－８６－８０２１
■FAX番号 ：０７４８－８６－８３８０
■e-mail　　：koka612000@city.koka.lg.jp
■備考　　　：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

　生涯学習への関心が高まりつつある今日、学んでいる人たちには学習から得た知識・経験の「発表の場」
として、また次世代を担う子どもたちには新たな興味・関心・喜びをもたらす「学ぶ場」として提供し、異世代
間の交流の中から人と人との輪を広げ、生涯学習の振興をはかることを目的として開催します

参加人数（予定）

甲賀市教育委員会（共催：財団法人甲賀市シルバー人材センター）

平成２２年（２０１０年）１０月９日（土）

甲賀市碧水ホール

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

まなびの体験広場2010
～ひとみの輝く甲賀っこまつり～

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

腕立て伏せにチャレンジ

つぶふわスライム作り

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑへようこそ

昔遊びの伝承



形　　態

活動内容

熱中塾

何にでも熱中！

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

学校や地域で、体験的なことや季節的な事が省かれている現在、自分の住む町に誇りを持ち、季節や自然
を感じながら異学年のこどもが思いっきり体を動かす中で、何かを感じ取ってもらいたい。活動には地域の
大人が協力し、地域の子どもは地域が育てるという意識を持ってもらう。

参加人数（予定）

さざなみスポーツクラブ

年間１０回、主に土曜日

市内体育館、野外施設等

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　       ３５      人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　 ８  人

１人5,000円（年間の費用）　　キャンプバス代、スキーレンタル、リフト代は自己負担

■協力団体
■スタッフ数　　  ８     人

なし

■問合せ先：　さざなみスポーツクラブ
■郵便番号：　５２０－２４１２
■住所　　　：　野洲市六条５４７
■電話番号 ：　０７７－５３２－４９６８
■FAX番号　：　０７７－５３２－４９６８
■e-mail　　 ：　sazanami-sports-club@nike.eonet.ne.jp
■備考　　　 ：

キャンプ、スキー、卓球、ニュースポーツ、マリン
スポーツ、ハイキング、料理教室、さざなみまつ
りで出店

可

スポーツだけでなく、料理や文化的なことも取り入れている。

■宿泊数　　　１日
■宿泊施設　滋賀県立びわここどもの国

※写真を貼り付け



形　　態

活動内容

わくわく冒険キャンプ

さぁ、冒険へ出かけよう！！

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

　異年齢、異地域の子どもたちが、宿泊体験や野外活動体験をとおして協力する力や生きる力を養う。　ま
た、自然に触れ合うことにより自然への“気づき”を感じてもらうとともに、様々なアクティビティーを　　とおし
て、野外活動の楽しさを体験してもらう。

参加人数（予定）

（財）湖南市文化体育振興事業団　　湖南市青少年自然道場

春の部・・5月23日（日）　　夏の部・・8月5日（木）～8日（日）　　秋の部・・10月24日（日）

湖南市青少年自然道場

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　       ２５  人
■中学生         １０  人
■高校生           ５  人
■その他、保護者　５  人

（全日程とおして）　13,000円

■協力団体　　なし
■スタッフ数　　       人

　http://www.konan-buntai.jp

■問合せ先：　（財）湖南市文化体育振興事業団　　湖南市青少年自然道場
■郵便番号：　〒520-3222
■住所　　　：　滋賀県湖南市吉永２５１
■電話番号 ：　0748-72-2790
■FAX番号　：　0748-72-3802
■e-mail　　 ：　doujyou@ex.bw.dream.jp
■備考　　　 ：

野外炊飯、ウォークラリー、火おこし体験、
テント泊、木工クラフト、トーテンポール作り、
ネイチャーゲーム、虫の観察会、
キャンプファイヤー　など

　仲間と力を合わせてご飯を作ったり、冒険ウォークラリーでチェックポイントを見つけてゴール出来た時の瞬間はサイコーでした！

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

※写真を貼り付け



活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

よえもん道場

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

趣旨・目的

ホームページ

　子どもたちが地域の自然や歴史を体験学習する機会のなかで、地域を知り愛着を持ち誇れるものとする。
また、宿泊体験などの活動を含め、異学区・異年齢の集団での活動を行う事により、リーダー育成と望まし
い仲間づくり、また集団生活における社会性を養う。

参加人数（予定）

高島市青少年育成市民会議

6/19(土)、7/10(土)、7/24(土)、8/24(火)～8/27(金)、10/16(土)、11/20(土)、12/11(土)、2/19(土)、3/12(土)～3/13(日)

高島市内および鳥取県大山

問合せ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

参加費用

■小学生　    31      人
■中学生       2       人(ただしボランティアリーダーとして参加）
■高校生               人
■その他、保護者　   人

3,000円／人（保険代、材料費、食材費、大山キャンプ費用などは別途徴収）

■協力団体
■スタッフ数　　   20    人（各回により参加者数は異なる)

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

なし

■問合せ先：高島市青少年育成市民会議事務局(高島市教育委員会事務局社会教育課　青少年育成室内)

■郵便番号：５２０－１２９２
■住住所所：高島市安曇川町田中455番地
■電話番号：0740-32-4458
■FAX番号：0740-32-1135
■e-mail号：seishonen@city.takashima.shiga.jp
■備備考考：

①仲間づくりのレクリェーション
②継体天皇にまつわる史跡めぐり
③キャンプ事前研修＆レザークラフト
④大山キャンプ　　　　　　　　　　　　　……宿泊
⑤清水山城でデイキャンプ
⑥科学の祭典に参加
⑦陶芸にチャレンジ
⑧スノーシュー体験
⑨修了式準備＆修了式　　　　　　　　……宿泊

不可

夏には3泊4日のキャンプを県外で行っている。また、同時に中学生や高校生、大学生のボランティアリー
ダー育成も行っている。

■宿泊数………④３泊４日、⑨１泊２日
■宿泊施設……④鳥取県大山青年の家、⑨可以登楼



活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

てんびんの里ふれあい通学合宿

『はじめての共同生活にチャレンジ！』
『自分のことは自分でがんばろう！』
『人に迷惑をかけない』

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

趣旨・目的

ホームページ

◇異年齢での共同生活を通して、「六心の訓」や人と人との関わり方（「思いやり」「ゆずりあい」の心）を学
び、協調性を育む。
◇家庭から離れて、生活の自己管理をすることによって自立心を育む。
◇家事・手伝いの方法を学ぶことにより、家族の大切さや家族内での自分の役割を改めて知る。
◇サポーターと子どもたちの交流を深めることによって地域のつながりを強める。

参加人数（予定）

五個荘地域教育協議会

平成２２年１０月１２日（火）～１６日（土）

五個荘公民館

問合せ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

参加費用

■小学生　16名
■中学生
■高校生
■その他

４泊５日　５，０００円

■協力団体　五個荘青年会・地域ボランティア
■スタッフ数　２６名

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

■問合せ先 ：東近江市五個荘公民館
■郵便番号 ：529-1421
■住所　　　 ：東近江市五個荘竜田町５８３
■電話番号 ：0748-48－7100
■FAX番号  ：＊0748-48-7105
■e-mail 　  ：goka-k＠city.higashiomi.shiga.jp
■備考　　　 ：

　公民館に宿泊しながら、学校に通い、生活及
び身の回りのことは全て自分で行う。
・食事作り
・洗濯
・掃除
・お風呂（銭湯）
・学習、ミーティング等

参加不可

【子どもの感想】最初はとても不安でした。銭湯に行った時、久しぶりに集団で入るので緊張しました。自分で
洗濯、食事作り大変だったけど、この経験をしたおかげで、毎日親がしている家事の大変さ、その当たり前
のことに対して、有難さがわかりました。サポーターの皆さんと夕食作り、お話、銭湯・・・一つ一つとても貴重
なものになりました。

■宿泊数　　　４泊５日
■宿泊施設　五個荘公民館



･野外調理
・川遊び
･いわなつかみ
・クラフト
・テント設営
・ロングハイキング
・キャンプファイヤー

参加不可

【子どもの感想】やまの子に参加して一番大切だと思ったことは、仲間です。1人ではできないことがたくさん
ありました。テント張るにしても料理するにしても全部仲間がいたからできたことです。やまの子は、仲間の大
切さを教えてくれました。

■宿泊数　２泊３日、５泊６日
■宿泊施設　愛郷の森キャンプ場、木地師やまの子の家

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　１２５人
■中学生　２人
■高校生
■その他

２泊３日　９，０００円　５泊６日　１２，０００円

■協力団体
■スタッフ数　８４人

■問合せ先：東近江市教育委員会　生涯学習課
■郵便番号：527-8527
■住所　　　：東近江市八日市緑町10番５号
■電話番号 ：0728-24-5672
■FAX番号　：0748-24-5694
■e-mail　　 ：yamanoko@city.higashiomi.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

東近江の地域に根ざした自然体験や生活体験活動を通じて、「自立（自律）・協調性」を学び生きる力や心の
豊かさを育む。

参加人数（予定）

やまの子キャンプ実行委員会、東近江市教育委員会

平成２２年８月１日（日）～６日（金）

愛郷の森キャンプ場　他

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

東近江やまの子キャンプ事業

【やまの子みんなの約束】
・子どもが主役　・一生懸命が基本　・自然は大
事な友だち

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



・田植え体験
・ペットボトル風車作り
・じゃがいもの収穫
・しその葉収獲とジュース作り
・稲刈り体験
・さつまいもの収穫
・ミートボール工場見学　　　など

参加否

自然とたくさんふれ合えて、毎回貴重な体験ができてうれしい。

■宿泊数
■宿泊施設

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生  延べ350人
■中学生   ０人
■高校生   ０人
■その他、保護者　延べ３０人

１人１回　３００円

■協力団体　１団体（どろんこの会）
■スタッフ数　　毎回約１０～１５人

http://oumi-kouminkan.jp/

■問合せ先：米原市近江公民館
■郵便番号：５２１－００７２
■住所　　　：滋賀県米原市顔戸1513
■電話番号 ：０７４９－５２－３４８３
■FAX番号　：０７４９－５２－３８９５
■e-mail　　 ：oumi-tjbs-@zeus.eonet.ne.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

子どもたちにとって安全で、快適に学校の休日を利用しながら地域のおじいちゃんやおばあちゃん、ボラン
ティアの皆さんにご協力をいただき、異世代交流や体験活動を行ないます。この事業を通じて、地域のボラ
ンティアさんやどろんこの会員さんの特技や技術、生活の知恵を活かし、地域の子どもたちの健やかな成長
を見守り、青少年の健全育成と子育て支援事業に取り組んでいきたいと思っています。

参加人数（予定）

米原市近江公民館指定管理者　NPO法人おうみ地域人権・文化・スポーツ振興会

年間１０回

どろんこ農園、米原市近江公民館

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

どろんこ塾
放課後キッズinおうみ

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



親子で木のイス作り

参加可

親子で協力して、ひとつの作品を作り上げる喜びが味わえてよかった。

■宿泊数
■宿泊施設

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　３７人
■中学生   ０人
■高校生   ０人
■その他、保護者　２８人

１組５００円

■協力団体
■スタッフ数　１０人

http://oumi-kouminkan.jp/

■問合せ先：米原市近江公民館
■郵便番号：５２１－００７２
■住所　　　：滋賀県米原市顔戸1513
■電話番号 ：０７４９－５２－３４８３
■FAX番号　：０７４９－５２－３８９５
■e-mail　　 ：oumi-tjbs-@zeus.eonet.ne.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

７月の第４日曜日の「親子の日」にちなんで、親子でできる木工工作教室を開催。親子で協力し合って、素朴
な木のぬくもりある素敵なイス作りに挑戦。親子で作った作品は、いつまでも思い出に残る記念の品となるで
しょう。親子の絆づくりに繋げます。

参加人数（予定）

米原市近江公民館指定管理者　NPO法人おうみ地域人権・文化・スポーツ振興会

平成２２年７月２５日（日）

近江体育館

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

親子木工教室

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



参加者の親子全員で、長～い巻き寿司作り体験
をしていただきます。途中で寿司が切れてしまわ
ないように、のりをキレイに並べて、その上に、ご
はんや具をのせます。そして、全員の息を合わ
せて、一気に巻きます。
昨年の記録は２３ｍ３５㎝でしたが、今年は、昨
年を超える２５ｍ１５㎝という新記録が出せまし
た。

参加可

学校や家ではできない体験ができて、とても良かった。
親子のふれあいができ意義のある体験でした。

■宿泊数
■宿泊施設

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　４０人
■中学生   ０人
■高校生   ０人
■その他、保護者　３５人

おひとり６００円（材料代・保険代含む）

■協力団体　１団体（どろんこの会）
■スタッフ数　　２２人

http://oumi-kouminkan.jp/

■問合せ先：米原市近江公民館
■郵便番号：５２１－００７２
■住所　　　：滋賀県米原市顔戸1513
■電話番号 ：０７４９－５２－３４８３
■FAX番号　：０７４９－５２－３８９５
■e-mail　　 ：oumi-tjbs-@zeus.eonet.ne.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

親子で日本の伝統行事（節分）に触れていただくことをねらいとし、参加者全員で長～い巻き寿司作り体験を
していただきました。この事業は、今年で、４年目を迎えましたが、年々、参加者が増加傾向にあります。昨
年の記録は２３ｍ３５㎝でしたが、今年は、その記録を塗りかえられるかにチャレンジしました。巻き寿司作り
を通して、親子の絆を深めることが目的です。

参加人数（予定）

米原市近江公民館指定管理者　NPO法人おうみ地域人権・文化・スポーツ振興会

平成２３年１月３０日（日）

米原市近江公民館

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

近江公民館の節分だョ！
ロング巻き寿司作り体験

親子でなが～い巻き寿司作りに挑戦してみませんか!

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



竹細工制作・天体観測【１日目】
水遊び・野外炊飯・暗闇探検【２日目】
カッター活動・いかだ遊び
キャンプファイヤー【３日目】
岡山城・後楽園ウォークラリー【４日目】

不可

初めて、アドベンチャーキャンプに参加しました。３泊４日は長いと思いましたが、あっと言う間に終わってしまいました。
印象に残っているのはキャンプファイヤーでした。その中でも最後にダンスが良かったです。出来ないところもあったけど
がんばって踊りました。とっても楽しかったです。また、アドベンチャキャンプにスタッフとして参加したいです。

■宿泊数：宿泊棟（２００名）、ロッジ（１００名）、キャンプ場（３００名）
■宿泊施設：宿泊棟、ロッジ、キャンプ場、

※写真を貼り付け

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　         ５５人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　   人

１３，０００円/人

■協力団体
■スタッフ数　　   ３３人

なし

■問合せ先：日野町子ども会指導者連絡協議会（日野町教育委員会事務局　生涯学習課内）
■郵便番号：５２９－１６９８
■住所　　　：滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目１番地
■電話番号 ：０７４８－５２－６５６６
■FAX番号　：０７４８－５２－４６６５
■e-mail　　 ：kik-syogai@town.shiga-hino.lg.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

日野町に住む子ども達が水辺の施設を利用し、日常生活圏内では経験することのできないさまざまなことを
体験するとともに、集団生活を経験し、互いに協力することや仲間とともに目的を達成することの難しさや喜
びを体験する。また、地域の単位子ども会のリーダーとして、遊びの内容を増やし、自ら子ども会の運営がで
きるよう知識と経験を豊富にすることを目的とする。

参加人数（予定）

日野町子ども会指導者連絡協議会

平成２２年８月７日（土）～平成２２年８月１０日（火）

国立吉備青少年自然の家

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

アドベンチャーキャンプ

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



形　　態

活動内容

わんぱく交竜塾チャレンジ塾

　野外体験活動

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

　団体活動における体験を通じての協調性の向上

参加人数（予定）

　竜王町公民館

　平成２２年　８月６日　～　８月７日

　国立若狭湾青少年自然の家

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　         ２１人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　   人

　町負担（全額）

■協力団体　　講師・青年リーダー
■スタッフ数　　    ７人

　なし

■問合せ先：　竜王町公民館
■郵便番号：　５２０－２５５２
■住所　　　：　竜王町小口２７６番地１
■電話番号 ：　（０７４８）５８－１００５
■FAX番号　：　（０７４８）５８－１９７９
■e-mail　　 ：
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

ホームページ

　陸と海での体験（宿泊）活動

　不可

■宿泊数
■宿泊施設

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用



・月2回の稽古
・年2回の発表会

　否

着物を着て、多くの人の前で発表するのは緊張するけど、すごく楽しい。

■宿泊数
■宿泊施設

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　４人
■中学生　１人
■高校生
■その他　１人

　無料　

■協力団体
■スタッフ数

　なし

■問合せ先：愛荘町教育委員会文化政策課
■郵便番号：529-1234
■住所　　　：愛荘町安孫子825番地
■電話番号 ：0749-37-8059
■FAX番号　：0749-37-4192
■e-mail　　 ：bunka@town.aisho.shiga.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

　児童・生徒に日本古来の能楽（仕舞や謡）に親しむ機会を提供し、伝統文化を見直す。

参加人数（予定）

愛荘町教育委員会

毎月第２、４土曜日

ハーティーセンター秦荘

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

子ども能楽教室

日本古来の伝統文化に触れる。

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



子どもたちが、基本的な生活に関わるすべての
ことを、ひとりでやってみることによって自立心を
高め、テレビやゲームの無い共同生活を通し
て、協調性を育みます。地域の方々との交流を
深め、自分を見つめなおしたり、家庭や家族の
大切さに気づいたりする良い機会とします。

否（秦荘中学校区の児童[小学４年生～６年生]及び生徒[中学１年生～３年生]対象のため）

小学生～中学生まで幅広く参加者募集するため段関わりの少ない異年齢との交流をもつことができる。

■宿泊数　　　 ３泊４日
■宿泊施設　　愛荘町立秦荘中学校　セミナーハウス

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　２３名
■中学生　　６名　（Ｈ２２年度実績　計２９名）
■高校生
■その他

中学生…３，０００円／小学生…２，５００円

■協力団体　青少年育成町民会、PTA連絡協議会、社会福祉協議会、各学校教諭　他計２３団体
■スタッフ数　７０名程度

なし

■問合せ先：愛荘町立秦荘公民館
■郵便番号：529-1206
■住所　　　：愛荘町蚊野１７２５番地
■電話番号 ：0749-37-2160
■FAX番号　：0749-37-4021
■e-mail　　 ：hkomin@town.aisho.shiga.jp
■備考　　　 ：月曜日・祝日休館日

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

＊ 共同生活を通して生活する技能や自立心を高める。
＊ 食事作りや掃除、洗濯といった基本的な生活に関わることを子どもたちの力で行う。
＊ 自分をみつめなおしたり、人とのよりよい関わりを考えたりしながら協調性を育む。
＊ 家庭や家族の大切さに気づく機会とする。
＊ 子どもたちと地域の方々との交流を深める場とする。

参加人数（予定）

愛荘町立秦荘公民館

毎月１回土曜日午前

愛荘町立秦荘中学校　セミナーハウス

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

秦荘通学合宿

３泊４日、「自分でできること」をみんなで増やそ
う☆

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



・春夏秋冬各1回、年回4回
・春：4/29　春を食す―向山の山菜　10人
　夏：5/29　ツバメと岩ツバメ　　　　 23人
　秋：11/6　ドングリを食べよう　　　　9人
　冬：2/6　 冬の宇曽川渓谷　　　　　19人

　否

　身近にある自然の中に新鮮な発見がある。

■宿泊数
■宿泊施設

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　37人
■中学生
■高校生
■その他　27人

　無料　あるいは100～200円

■協力団体
■スタッフ数　　4人

　なし

■問合せ先：愛荘町教育委員会文化政策課
■郵便番号：529-1234
■住所　　　：愛荘町安孫子825番地
■電話番号 ：0749-37-8059
■FAX番号　：0749-37-4192
■e-mail　　 ：bunka@town.aisho.shiga.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

・自然との触れあい
・親と子の触れあい

参加人数（予定）

愛荘町教育委員会

4/29、5/29、11/6、2/6

愛荘町内

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

自然観察会

町内の豊かな自然を体感し、再発見

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入



活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

秦荘子どもトライアル

新しいともだち！！新しい体験！！
レッツ☆子どもトライアル！！

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入

趣旨・目的

ホームページ

秦荘子どもトライアルは、安全に十分配慮した上、普段はできない様々な体験活動を通して、子どもたち一
人ひとりの可能性を伸ばすことを目的としています。他の学年や他の学校の友だち、地域ボランティアさんと
の交流の中で、達成感を共有し、互いに思いやる心を育むことを目指しています。

参加人数（予定）

愛荘町立秦荘公民館

毎月１回土曜日午前

愛荘町立秦荘公民館（活動により変更有）

問合せ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

参加費用

■小学生　２６名　（Ｈ２２年度実績）
■中学生
■高校生
■その他

年間５，０００円（前期：3,000円／後期2,000円）

■協力団体　地域ボランティア（個人）
■スタッフ数　２０名程度

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

なし

■問合せ先：愛荘町立秦荘公民館
■郵便番号：529-1206
■住所　　　：愛荘町蚊野１７２５番地
■電話番号 ：0749-37-2160
■FAX番号　：0749-37-4021
■e-mail　　 ：hkomin@town.aisho.shiga.jp
■備考　　　 ：月曜日・祝日休館日

　「秦荘子どもトライアル」は、小学３年生から６
年生までのなかまと一緒に、毎月一回色々な取
り組みや活動にチャレンジしています。
　ペットボトルでいかだを作ってプールに浮かべ
たり、段ボールで作ったオーブンでピザを焼いた
り、１から万華鏡を手作りしたり、年間１２回、ド
キドキわくわく体験がいっぱいです。

否（秦荘中学校区の児童[小学３年生～６年生]対象のため）

工作、手芸、料理（アウトドアクッキング含む）、キャンプなど、様々な分野にチャレンジしています。

■宿泊数　　　夏季キャンプ（１泊２日）　１回
■宿泊施設　　若狭湾青少年自然の家



   魚つかみをしました

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

豊郷町通学合宿

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類 生活体験・社会体験

趣旨・目的

ホームページ

①　共同生活を送ることを通して生活するための技能や自立心を高めます。
②　食事づくりや掃除・洗濯といった基本的な生活に関わることを子供たちが自分自身ですること
　　 によって、家庭や家族の大切さや子供たちに気づかせる機会とし、そのことにより協調性を
　　 育みます。
③　様々な方に関わっていただくことによって、感謝の気持ちを育み地域の方々との結びつきを
　　 強めます。また、地域の方々の青少年育成への関心を高めます。

参加人数（予定）

豊郷町青少年育成町民会議

平成22年９月30日（木）～10月２日（土）　２泊３日

豊栄のさと

問合せ先

その他・備考

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

参加費用

■小学生　           １１人

２，５００円

■協力団体　　　教育委員会、エルダークラブ婦人会、健康推進員、料理クラブ
　　　　　　　　　　 町内の協力者（もらい湯、登下校サポーター）
■スタッフ数　　  43人（内社会教育課７名）

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

■問合せ先：豊郷町青少年育成町民会議事務局（豊郷町教育委員会事務局社会教育課内）
■郵便番号：５２９－１１６１
■住所　　　：滋賀県犬上郡豊郷町四十九院1252
■電話番号 ：0749-35-8112
■FAX番号　：0749-35-8021
■e-mail　　 ：syakaikyouiku@jupiter.ocn.ne.jp
■備考　　　 ：

毎日の生活
　・洗濯、食事づくり、食事の後片付け、入浴
　　食材の買い出し、宿題、掃除等
イベント
　・もらい湯に行こう！
　・米とぎ体験　・食材の買い出し
　・胆だめし・魚つかみ
　・サポーターへのお礼の手紙
　・ご両親への手紙

否

子どもの感想
　３日間みんなで遊んだり食べたりしてすごく楽しい３日間でした。料理クラブのみなさんや通学サポーターのみなさんや
健康推進員のみなさんにいっぱいお世話になりました。おかげでいっぱいいっぱい勉強になりました。
　わからなかったけど、いろんな人に聞いたりしました。３日間楽しかったです。胆試しをしました。めっちゃこわかったで
す。ちょっとさみしかったけど楽しかったです。次も行きたいです。

■宿泊数　　　　２泊３日
■宿泊施設　 　豊栄のさと



・いも掘り体験、さつまいも切り体験、五平餅づく
り体験をする
・揚げいも、かき揚げをおいしく食べる
・子どもたちが企画運営する秋の自然を生かし
た遊びコーナーを楽しむ

否

グリーンファイターズ（小学４年生）とせせらぎ探検隊有志（小学５年生）の児童が企画運営する
秋の自然を生かした遊びコーナーが子どもたちの人気を集めている。

■宿泊数
■宿泊施設

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生・幼児     ９０ 人
■中学生             　　人
■高校生                 人
■その他、保護者　２０人

無料

■協力団体　　環境学び舎「わのたね」　、グラウンドワーク甲良
■スタッフ数　　      ４０ 人（中学生ボランティア１４名を含む）

■問合せ先：甲良町教育委員会社会教育課
■郵便番号：５２２－０２４４
■住所　　　：甲良町在士３５３－１
■電話番号 ：０７４９－３８－３３１５
■FAX番号　：０７４９－３８－４３３６
■e-mail　　 ：ueda-kenji@town.koura.lg.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

甲良町の子どもたちにとって身近な自然と同時に地域の大人とのふれあいのできる機会とし、地元の良さを
実感できる心温かな体験交流の場とする。また、学校・家庭・地域社会が一体となり、「子どもを中心に据え
たコミュニティづくり」を進める。

参加人数（予定）

せせらぎ地域教育協議会

平成２２年１０月１６日（土）

図書館横親水公園

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

ちいさい秋みつけた

秋の自然をみんなで楽しもう

　　　　宿泊　　・　　○日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　○自然体験・生活体験・○ 社会体験・
　○文化芸術体験・　科学技術体験・スポーツ体験
※○印で記入



キャンプ、野外炊事、自然観察

否

虫が多くてなかなか寝れなかったけど楽しかったです。

■宿泊数　１泊
■宿泊施設　塾の合宿所（現在は使用されていない）

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

問合せ先

その他・備考

参加費用

■小学生　           ７人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　   人

１，０００円

■協力団体
■スタッフ数　　     ６人

■問合せ先：多賀町教育委員会社会教育課
■郵便番号：522-0341
■住所　　　：滋賀県犬上郡多賀町多賀240-3
■電話番号 ：0749-48-8123
■FAX番号　：0749-48-8155
■e-mail　　 ：s-ed@town.taga.lg.jp
■備考　　　 ：

協力団体
スタッフ数

詳細情報

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

ホームページ

町内の山村集落での生活や自然体験活動をおこなうことにより、多賀町の自然や環境を学び、自主性と郷
土理解を深めることを目的とする。

参加人数（予定）

多賀町教育委員会社会教育課

平成22年７月28日～29日

多賀町杉（無住の集落）

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

形　　態

活動内容

多賀町サマーキャンプin杉

たがの自然をまるかじり

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験の種類
　自然体験・生活体験・社会体験・文化芸術体験・
　科学技術体験・スポーツ体験　　　　※○印で記入




