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その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

否

※写真を貼り付け

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

環境学習では、龍谷大学（エンパワねっと）により、琵琶湖の生い立ちや水生生物等について学んだ。
浜大津でのカヌ－体験では、実際に一人で琵琶湖に漕ぎ出し、湖面の自然を肌で感じた。

ちびっこ環境学習・カヌ－体験

環境学習とカヌ－体験

趣旨・目的

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

子どもの広場事業

主催者

開催日

参加人数（予定）

■協力団体　　学区子ども会育成連絡協議会役員・龍谷大学学生・ＰＴＡ役員等ボランティア
■スタッフ数　　      ２０ 人

開催場所

宿泊情報

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

協力団体
スタッフ数

■問合せ先：大津市立中央公民館
■郵便番号：５２０－００４３
■住所　　　：大津市中央二丁目２－５
■電話番号 ：０７７-５２６-４８３５
■FAX番号　：
■e-mail　　 ：
■備考　　　 ：

詳細情報

無

平成23年度　子どもの体験活動事例

中央学区子ども会育成連絡協議会・中央公民館

平成２３年７月２４日（日）

大津市立中央小学校・琵琶湖（浜大津）

■宿泊数
■宿泊施設

夏休み期間中に、小学生対象に琵琶湖環境学習とカヌ－体験を同時に実施し、身近な琵琶湖への
理解を深める。
中央学区在住の小学生の学年を超えた連帯感と、お互いを思いやる気持ちを学ばせる。



■宿泊数
■宿泊施設

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、ものづくりの楽しさを体験するた
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。

■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　　６名

協力団体
スタッフ数

主催者

開催日

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

無料

平成23年度　子どもの体験活動事例

参加不可

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

　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

・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）

形態 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

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

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

■小学生　　６４名
■中学生　　　８名
■高校生
■その他　　保護者　１００名　　指導者５名　　大学生スタッフ１２名

詳細情報

参加人数（予定）

彦根市教育委員会　生涯学習課　

平成２３年６月７日（日）、平成２３年６月１２日（日）、平成２３年１０月３０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）他

■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　　　 ：

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ http://sites.google.com/site/hikonesp2/

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。

問合せ先

サッカーロボット対決



湯田小・浅井中通学合宿実行委員会

平成23年9月21日（水）～9月24日（土）　　（３泊４日）

湯田公民館

■宿泊数　　　３日
■宿泊施設 　湯田公民館

子どもたちが家庭を離れ、集団生活を送りながら、異年齢の人たちと共に過ごし、自分のことは自分ですると
いう生活体験をすることで、自主性や自立性、創造性、協調性、社会性などを育み、地域で心身ともにたくま
しい人間性豊かな青少年の育成を目指す。

湯田小・浅井中通学合宿

主催者

開催日

参加人数（予定）

４、０００円

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

詳細情報

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容
異年齢の人たちと合宿して生活体験（食事、洗
濯、学校の準備、仲間づくり等）を身につける。

　今回で４回実施した。初回に参加した子どもが中学校３年生になり、リーダー的な役割をしてくれた。その子
たちが高校生になっても参加したいと言ってくれ、今後が楽しみです。

■協力団体 湯田学区地域づくり協議会のメンバーが実行委員会の主となり、連合自治会・老人クラ
ブ・健康推進員・日赤奉仕団・更生保護女性会の方々が協力してくれた。
■スタッフ数　　     ４８人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　         ２５人（４年生～６年生）
■中学生             ８人
■高校生               人
■その他　　　　　　 ９人（大学生ボランティア）

協力団体
スタッフ数

平成23年度　子どもの体験活動事例

■問合せ先：湯田公民館
■郵便番号：〒５２６－０２４４
■住所　　　：長浜市内保町２６４５
■電話番号 ：０７４９－７４－１４３８
■FAX番号　：０７４９－７４－１４２７
■e-mail　　 ：yuta-koumin@city.nagahama.lg.jp
■備考　　　 ：

地域で心身ともにたくましい人間性豊かな青少
年を育成する。

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

否



夫婦都市提携を結んでいる富士宮市と近江八
幡市の小学校６年生が、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
交を深める。

静岡県立朝霧野外活動センター・富士山・ミルクランド・白糸の滝・浅間大社

■宿泊数　　　　　２泊
■宿泊施設　　　　静岡県立野外活動センター

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校６年生が、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図るとともに、両市間の友好を深
め、両市の一層の発展に寄与する。

平成23年度　子どもの体験活動事例

近江八幡市教育委員会

平成２３年７月２７日～２９日

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

参加人数（予定）

３０００円

第４３回　富士宮市・近江八幡市児童交歓会

主催者

開催日

詳細情報

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

■協力団体
■スタッフ数　　      10 人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　          ３６人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　   人

協力団体
スタッフ数

■問合せ先：近江八幡市教育委員会事務局　学校教育課
■郵便番号：５２３-８５０１
■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　　　 ：

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

なし



その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

　　　　　　　否

なし

親から離れ、コミセンで食事や身の回りのことを
子どもたちが協力して行うことで、個々の自立心
を高め、親を始め周辺の人たちへの感謝の心と
家庭・家族の大切さに気づかせる。

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　     　　　　 ４７人
■中学生              　 ０人
■高校生              　 ０人
■その他、保護者　　　３７人

協力団体
スタッフ数

■問合せ先：　岡山学区まちづくり協議会
■郵便番号：　５２３－００５８
■住所　　　：　近江八幡市加茂町１５２４－２
■電話番号 ：　０７４８－３３－３４７８
■FAX番号　：
■e-mail　　 ：　okayama-cc@zc-ztv.ne.jp
■備考　　　 ：

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

※写真を貼り付け

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

■宿泊数　　　4泊5日
■宿泊施設　岡山コミュニティセンター

物質的な豊かさの中で、親に依存して暮らす子供たちに共同生活の機会を与え、自らの手による衣・食・住
の生活体験を通して生活技能を体得するとともに、お互いの立場を理解し、協力し合ってよりよく生活する能
力を高める。

参加人数（予定）

　　　　　　４，５００円

■協力団体　　通学合宿実行委員会
■スタッフ数　　    　　３７人

平成23年度　子どもの体験活動事例

岡山学区まちづくり協議会・子ども体験活動協議会

平成23年9月27日（火）～10月1日（土）

岡山コミュニティセンター

いきいき岡山「水茎塾」

主催者

開催日

詳細情報



平成23年度　子どもの体験活動事例

活動名（事業名） 2０１１やまだアドベンチャーハウス

※写真を貼り付け

テーマ・キャッチフレーズ 集団生活と自立をめざして

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

　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 　　　　○宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

活動内容

オリジナルかばんつくり・流しそうめん・防災体
験・買い物・すきすき料理つくり・夕食（すきすき
料理）・シャワー＆天体観測・度胸だめし・ラジオ
体操・朝食準備・朝食（パン食）・漁業体験・魚つ
り・魚料理試食・昼食(夏野菜カレー)・文集づく
り・施設内清掃

詳細情報

主催者 山田学区地域協働合校推進委員会

開催日 平成２３年７月２３日（土）～２４日（日）

開催場所 山田市民センター（公民館）・北山田漁港

趣旨・目的

・地域の異年齢の子ども達が親元から離れ公民館を拠点に、１泊２日の体験学習を行うことで、自立、協力、
仲間づくり等の力を育むことを目指す。
・今年は「防災」と「漁業体験」を中心に、より地域に密着した体験ができるプログラムとし，地域について知る
よい機会とする。

宿泊情報
■宿泊数　　　　 １泊２日
■宿泊施設　　　山田市民センター（公民館）・武道館

参加人数（予定）

■小学生 　　　　　　４１人
■中学生 　　　　　　１３人
■高校生　 　　　　　　２人
その他、保護者

協力団体
スタッフ数

■協力団体　　幼・小教育後援会、自治連合会、社会福祉協議会、青少年育成学区民会議、老人クラブ連合会、子供会
指導者連合会、体育振興会、民生委員・児童委員協議会、健康推進員、山田２１まちづくり推進委員会、日赤奉仕団、わ
んぱくプラザやまだ実行委員会、同和教育推進協議会、小・中学校、エルダー婦人会、更生保護女性会、少年補導委
員、山田漁港組合、湖南広域消防局西消防署、市民センター
■スタッフ数　　　１５０人

参加費用 　　２，０００円

管外参加可否 　　参加不可

おすすめポイント
又は参加者の声

　「1番楽しかったのは漁港です。漁港では魚釣りをしたり、お魚の試食をしたり、船に乗ったりしました。あみ
にはたくさんの魚がかかっているのだなあと思いました。わたしはお魚がきらいだけど、ブルーギルのからあ
げはおいしかったです。」
　「今年の度胸試しがこわかったです。漁港で魚釣りをして1匹しかとれへんかったから、最悪でした。でも、
むっちゃ楽しかったです。次は中学校やけど、中学校でもまた来たいです。」

ホームページ

問合せ先

■問合せ先：山田市民センター（公民館）
■郵便番号：５２５－００６２
■住所　　　：滋賀県草津市南山田町６７８番地
■電話番号：０７７－５６２－００４４
■FAX番号：０７７－５６２－００４４
■e-mail　 ：sc-yamada@city.kusatsu.lg.jp
■備考　　 ：

その他・備考

漁業体験（えり
漁見学･フナの
放流・魚つり・
魚料理試食）

防災体験(煙

中体験）

低い姿勢で脱

出！



■小学生　　　　３２人
■中学生　　　　　４人
■高校生
■その他、保護者　　延べ１００人

協力団体
スタッフ数

■問合せ先：南笠東市民センター（公民館）
■郵便番号：５２５－００７２
■住所　　　：滋賀県草津市笠山一丁目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　　 ：

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

趣旨・目的

　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 　　　　○宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

地域との共生を目指して

朝食・夕食作り、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
（草木染め）、ニュースポーツ体験、流しそう
めん

平成23年度　子どもの体験活動事例

南笠東通学合宿

主催者

開催日

問合せ先

ドラム缶風呂もますます充実。友達と一緒にワイワイガヤガヤ楽しく入ります。「ドラム缶、もっと増やして！」ゆっくり遊びたい男の子の
言葉。地域の皆さんがお湯が冷めないように追いだきをしながら、見守って下さいます。また、アウトドアクッキングでは子どもたちとス
タッフが一緒に炭火をおこすことから始めるので、火の扱いの基本が学べます。食事を一緒に作り、食べることで仲間意識も高まりま
す。最終日の流しそうめんで流れてくるのはそうめんだけじゃない…！これもまたお楽しみ。

詳細情報

活動名（事業名）

　　参加不可

参加人数（予定）

　　２，５００円

南笠東学区地域協働合校推進委員会

平成２３年７月７日（木）～９日（土）

南笠東市民センター（公民館）

■宿泊数　　　　 ２泊３日
■宿泊施設　　　南笠東市民センター（公民館）

　小学4年生～6年生を対象に、様々な体験や集団生活を通じて、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。

■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、エルダー婦人会、Ｒｉｔ’
ｓ　ＢＢＳ会小学校、市民センター
■スタッフ数　　　１００人

開催場所

宿泊情報

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

ドラム缶風呂 アウトドアクッキング

草木染め 流しそうめん



住所

ＦＡＸ

■問合せ先：守山市教育員会事務局生涯学習課
■郵便番号：524-8585
■住所　　　：守山市吉身2丁目5番22号
■電話番号 ：077-582-1142
■FAX番号　：077-581-2733
■e-mail　　 ：shogaigakushu@city.moriyama.lg.jp
■備考　　　 ：

みんなでつくろう　みんなでくだろう　さぁ体験だ

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ http://yasugawa-boukentaikai.jp/

参加者が手作りのいかだをつくり、自然豊かな
野洲川を下ることで子ども達の原体験の場を提
供する。

親子で一つのことに取り組み目標を持って前に進んでいくという貴重な体験ができる。

■協力団体　　　　社会教育関係団体他
■スタッフ数　　    約１５０人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

49艇　239人

協力団体
スタッフ数

問合せ先

　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

市町名

記入者

所属・団体 守山市教育委員会事務局生涯学習課

電話 ０７７－５８２－１１４２

形態 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

詳細情報

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

※写真を貼り付け

※写真を１枚以上貼り付け下さい。（できれば２～３枚お願いします。）

野洲川冒険大会

主催者

開催日

守山市吉身２丁目５番２２号守山市

田中　洋輔

shogaigakushu@city.moriyama.lg.jp

０７７－５８１－２７３３

氏名

Ｅ-mail

参加人数（予定）

１人　５００円

【様式２】 平成23年度　子どもの体験活動事例

野洲川冒険大会実行委員会

平成２３年７月３日（日）

野洲川

■宿泊数
■宿泊施設

(1) 地域社会における大人と子どもの協働の機会、親子のふれあいの機会を創出する。
(2) ものをつくる喜びや仲間とともにやり遂げる喜びを感じる機会とする。
(3) 河川愛護の気持ちや自然や環境のことを考えるきっかけとする。
(4) 守山市内において開催することで、郷土守山について学ぶ機会とする。



平成23年度　子どもの体験活動事例

活動名（事業名）
まなびの体験広場2011
～ひとみの輝く甲賀っこまつり～

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

　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

体験ブースの設置
・甲南高等学校：つぶふわインテリア作り／極低温実験
・水口東中学校・高校：プラネタリウム
・水口女子専門学校：小物作り
・甲賀看護専門学校：赤ちゃん抱っこ体験／手洗い体験
・甲賀健康医療専門学校：テニスボール積み
・甲賀市工業会：ガラスのペーパーウェイトデコレーション
・公益社団法人 甲賀市シルバー人材センター：昔遊び他(布草
履作り・コマまわし・折紙・読み聞かせ)

詳細情報

主催者 甲賀市教育委員会（共催：公益社団法人 甲賀市シルバー人材センター）

開催日

ホームページ

参加人数（予定）

■小学生　             人
■中学生               人　　各年齢区分では把握できていない
■高校生               人　　実績　延べ　１，２００人
■その他、保護者　   人

協力団体
スタッフ数

形態 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

活動内容

宿泊情報
■宿泊数　なし
■宿泊施設　なし

市内中学校・高校、専門学校の学生をはじめ、甲賀市工業会加盟企業やシルバー人材センター会員の皆さんに、学
校や職場において身につけられた専門的な知識や経験を体験ブースの講師として生かしていただいている。

平成２３年（２０１１年）１０月８日（土）

開催場所 甲賀市碧水ホール

趣旨・目的
　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

問合せ先

■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(甲賀市役所甲南庁舎2F)
■電話番号：０７４８－８６－８０２１
■FAX番号：０７４８－８６－８３８０
■e-mail   ：koka30104500@city.koka.lg.jp
■備考　　　：

その他・備考 「甲賀市エコフェスタ2012」（市民環境部生活環境課）を同時開催

■協力団体(スタッフ数)　甲南高等学校(１２)／水口東中学校・高等学校(２１)／水口女子専門学校（６）／甲賀看護専門学校(１８)
／甲賀健康医療専門学校(８)／(社)甲賀市シルバー人材センター（会員）／甲賀市工業会(７)／社会教育課（９）

参加費用 無料

管外参加可否 体験は原則不可であるが、入場については特別規制していない

おすすめポイント
又は参加者の声

赤ちゃん抱っこ体験 つぶふわインテリア作り

布草履作り デコレーション作り



問合せ先

■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(甲賀市役所甲南庁舎2F)
■電話番号：０７４８－８６－８０２１
■FAX番号：０７４８－８６－８３８０
■e-mail   ： koka30104500@city.koka.lg.jp
■備考　　　：

その他・備考

■協力団体(スタッフ数)　滋賀県希望が丘文化公園 野外活動センター(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ2人・青年ﾘｰﾀﾞｰ20人)／
青少年自然活動支援センター(5人)／教育委員会・社会教育課(13人)／添乗看護師(1人)

参加費用 12,000円(食材費・施設使用料・保険料ほか)

管外参加可否 不可

おすすめポイント
又は参加者の声

【参加者の声】いろんなごはんを作ったり、みんなでお風呂に入ったり出来たことがとても楽しかった／初めて出会った人と仲良くな
れたし、協力してご飯作りなど色々体験できた／飯つくりのときに火をおこすことができるようになった／キャンプで作ったごはんが
家でも作れるようになりました

平成２３年８月１６日（火）～１９日（金）

開催場所 滋賀県希望が丘文化公園

趣旨・目的

　価値観の違う青少年に、4日間親元と日常生活から離れ、自然の中で楽しみながら、技術取得と仲間との関係をより
深く理解できる機会を提供することで、個々の参加者が自己概念や責任感、仲間づくりのスキルを身につけ、自信を
持って活動できるジュニアリーダーを育成する。具体的な学習目的としては、登山や野外炊飯等により、自然と共生す
る大切さや食育、体力づくりおよびコミュニケーション能力の醸成を図る。
　また、青年リーダーには直接子どもたちを指導する実践を通して、これまでの研修や体験を再認識し、指導者として
の基礎を学ぶ機会とする。

ホームページ

参加人数（予定）

■小学生　          31人
■中学生              1人
■高校生               人
■その他、保護者　   人

協力団体
スタッフ数

形態 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

活動内容

宿泊情報
■宿泊数　　 3泊
■宿泊施設　滋賀県希望が丘文化公園 野外活動センター(テント泊)

3泊4日キャンプ
・現地KYT安全学習
・源流確認(水環境学習)
・三上山登山
・ネイチャーゲーム、レクリエーション
・バイキングパーティー、キャンプファイヤー
・野外炊飯、生活体験
・成果発表会　など

詳細情報

主催者 甲賀市教育委員会（共催：滋賀県文化振興事業団 滋賀県希望が丘文化公園）

開催日

平成23年度　子どもの体験活動事例

活動名（事業名）
ニンニン忍者キャンプ
～めざせ！キャンプの達人～

テーマ・キャッチフレーズ リーダー育成／仲間づくり／新しい発見・体験

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

　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



平成23年度　子どもの体験活動事例

栗東市アドベンチャーキャンプ実行委員会

平成２３年８月２１日２２日２３日

国立乗鞍青少年交流の家（岐阜県）

栗東市アドベンチャーキャンプ２０１１

主催者

開催日

詳細情報

参加人数（予定）

小学生１２，０００円　中学生６，０００円

■協力団体　　栗東市教育委員会生涯学習課
■スタッフ数　　       ４人

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

「友達がふえてうれしかった」「カレー作りのときは目が痛かった」「３日の間にあった出来事は絶対忘れたく
ないぐらいとてもおもしろかったです」（アンケートから）

■宿泊数　　　二泊三日
■宿泊施設　国立乗鞍青少年交流の家

　次代を担う青少年が、集団生活や野外活動等を通じて友情を育み、仲間づくりの大切さと素晴らしさを理
解するとともに、豊かな心と生きる力を養い、協調性、自立性、創造性等を身に付けさせることを目的に活動
しています。

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　             ３０人
■中学生               ４人
■高校生               ０人
■その他、保護者　   ８人

協力団体
スタッフ数

■問合せ先：栗東市教育委員会生涯学習課
■郵便番号：５２０－３０１５
■住所　　　：栗東市安養寺三丁目１－１
■電話番号 ：０７７－５５１－０４９６
■FAX番号　：０７７－５５２－５５４４
■e-mail　　 ：taketsuna-fujikazu@city.ritto.lg.jp
■備考　　　 ：

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

　集団生活や野外活動を通じて、素晴らしい出
会いと思い出を！

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

栗東市内の小中高生が対象

なし

小学生３０名と中学生リーダー、大学生ボラン
ティアが野外炊飯やハイキング等二泊三日の宿
泊体験を乗鞍青少年交流の家で実施しました。

開催場所

野外炊飯でカレー作り

キャンプファイヤー

集合写真



その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

■小学生　             ４４人
■中学生               ７人
■高校生               ４人
■その他、保護者　   　人

協力団体
スタッフ数

■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：０７４０－３２－４４５８
■住所　　　：滋賀県高間氏安曇川町田中４５５番地
■電話番号 ：０７４０－３２－４４５８
■FAX番号　：０７４０－３２－１１３５
■e-mail　　 ：kishida872@city.takashima.shiga.jp
■備考　　　 ：

活動内容

不可（参加対象は高島市内小学校４～６年生）

高島市ホームページに今年度の活動の様子を掲載しています。

大溝城と万葉歌碑めぐりウォーキング、小谷山
ハイキング、キャンプ（野外炊事・カッター活動・
クラフト活動・キャンプファイヤー）、大文字山登
山、里芋収穫とこんにゃく作り、藤樹先生学習と
芋煮作り、スノーシュー体験、活動発表会

山活動と海活動を隔年で取り入れてキャンプを行ったり、大河ドラマに関連のある地元の名所を散策をする
など、子どもたちが興味を引くような活動を盛り込み実施しています。

平成23年度　子どもの体験活動事例

いろんな楽しい活動を通して、学年や学校の違う
友達をたくさんつくろう

※写真を貼り付け

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、異なった学年や年齢との集団で活動を行うことにより、リーダー育成と望
ましい仲間つくりや、また集団生活における社会性を養う。

詳細情報

よえもん道場

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

参加人数（予定）

３，０００円／人（材料費、食材費、広島キャンプ費用等は別途徴収）

高島市青少年育成市民会議

平成２３年６月～平成２４年２月（別紙参照）

主催者

開催日

ホームページ
http://www.city.takashima.shiga.jp/icity/browser?ActionCode=genlist&GenreID=1140490115398

高島市内および広島県江田島（別紙参照）

■宿泊数　　 ４泊
■宿泊施設　国立江田島青少年交流の家（３泊）、可以登楼（１泊）

■協力団体　　高島市青少年育成市民会議、子どもの体験活動サポーター
■スタッフ数　　       ２５人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）



平成23年度　子どもの体験活動事例

■問合せ先　：　玉緒地区地域教育協議会（東近江市立玉緒コミュニティセンター内）
■郵便番号　：　５２７－００６３
■住所　　　　：　東近江市大森町１０３０番地
■電話番号　：　０７４８－２２－６４７９
■FAX番号　：　０７４８－２２－６４７９
■e-mail　　：　tamao-k@city.higashiomi.shiga.jp
■備考　　　 ：

「しじみ採り」と「海水浴」に行きましょう

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

可

■協力団体　玉緒地区体育協会　玉緒地区子ども会連合会
■スタッフ数　　  　　７ 人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　        　３２ 人
■中学生              　 人
■高校生            　   人
■その他、保護者　　８ 人

協力団体
スタッフ数

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

詳細情報

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

※写真を貼り付け

開催日

参加人数（予定）

子ども　９００円　大人　１２００円　（東近江市の市有バスを使用）

問合せ先

「しじみ」が濁った水を綺麗にする実験をしてくれ、濁った水が綺麗になったので驚いた。お母さんと一緒に道
具を引っ張って「しじみ」を採った。沢山採れて嬉しかった。お父さんと一緒に泳げたので楽しかった。

玉緒地区地域教育協議会

平成23年7月23日

福井県若狭湾　・　久々子湖（三方五湖の一つ）

■宿泊数
■宿泊施設

久々子湖の水質悪化を「しじみの養殖」により改善するために取り組んでいる「ＮＰＯコミュニティビジネス団体
ラ・シジミ」の方から、環境について学ぶ。  「ラ・シジミ」から提供された魚を使ってのバーベキューと、若狭湾
での海水浴を通じて、子ども達の協調性を養い、家族間の交流促進を図る

玉緒地区地域いきいき子ども塾

主催者

　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

・しじみ採り
・バーベキュー

・海水浴



八日市地区地域教育協議会

５/２８、６/１８・２５、　７/９・１６

東近江市立八日市コミュティセンター

■宿泊数
■宿泊施設

「３・１１震災をテレビで見、先生から神戸の時の話を聞き、何かしたいと思っていた。得意な絵を雑巾に描きま
す・・・４年男子」　　応援メッセージ、アンパンマン・・・みんなの願いと思いが込められた素敵なぞうきん達！１１
月、宮城県気仙沼市立鹿折小学校へ手渡し出来ました。

手作りぞうきんで小さなボランティア！

主催者

開催日

参加人数（予定）

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

詳細情報

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

※写真を貼り付け

「何か出来る事は？！」と東日本大震災被災地
へ手作りぞうきんで支援

被災地応援の小さな手伝いが出来て良かったです！

■協力団体
■スタッフ数　　       人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　3０ （園児　５）      人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者,大人３２　   人

協力団体
スタッフ数

平成23年度　子どもの体験活動事例

■問合せ先：八日市地区地域いきいき子ども塾「キッズチャレンジ」（事務局：田中）
■郵便番号：５２７－００１８
■住所　　　：東近江市八日市清水２－１－１１
■電話番号 ：０７４８－２２－０３９１
■FAX番号　：同上
■e-mail　　 ：girsol@mail.goo.ne.jp
■備考　　　 ：

雑巾を作って被災地の学校や施設にとどけよう

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

可



開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

　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

平成２３年１０月１１日（火）～１５日（土）

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

問合せ先

主催者

開催日

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

てんびんの里ふれあい通学合宿

■問合せ先　：　五個荘地域教育協議会（事務局：東近江市立五個荘コミュニティセンター内）
■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　　 　：

■小学生　16名
■中学生
■高校生
■その他

『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』

４泊５日　５０００円

不可

【子どもの感想】　＊初めて参加して、はじめはどうしたらいいかわからなかったけど、友達が色々教えてくれてうれし
かったです。　☆通学合宿で一番学んだ事は、お母さんやお父さんが、こんな大変なことを、家族みんなの分がんばっ
てくれていたと言う事です。これからは、小さな事でも、自分でしっかりやっていこうと思います。

■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

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。

形態 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

協力団体
スタッフ数

詳細情報

参加人数（予定）

※写真を貼り付け

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

平成２３年度　子どもの体験活動事例

五個荘コミュミティセンター

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰに宿泊しながら、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

五個荘地域教育協議会

活動内容

■宿泊数　　　４泊５日
■宿泊施設　五個荘ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ



愛の田園（まち）いきいき通学合宿

主催者

参加人数（予定）

一人４．０００円

愛東地区地域教育協議会

平成２３年７月６日（水）～７月９日（土）

東近江市立愛東コミュニティセンター

■宿泊数・・・３泊４日
■宿泊施設・・・愛東コミュニティセンター

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

問合せ先

協力団体
スタッフ数

子ども向けの防災教育の機会は学校ではわずかしかありません。
この合宿で楽しみながら防災を学ぶきっかけやアイディアの一助になり、また、自分達の力で協力しながら
共同生活を行う。支えてくださるボランティアさん、地域住民とのかかわりも深まることを目的とする。

　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

開催日

詳細情報

掃除、洗濯、夕食づくり、食事の片付け、避難訓
練、非常食体験など、日常生活体験の中に災害
に対する心構えとし避難訓練を実施した。

形態 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

（保）防災については、子どもだけでなく親もしっかり学んでおかなければと思いました。（参）防災体験では
被災した方々は十分な食事も摂れず、家族とも会えずもっと不安な日々を送っているのだと思うと私たちは
すごくいい生活をしているということが改めて分かりました。

■協力団体　愛東日赤奉仕団、愛知郡上水道事務所、愛知郡広域行政組合消防本部
■スタッフ数　　  ４３  人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　  １１    　 人
■中学生    １９　     人
■高校生               人
■その他、保護者　１４ 人

平成23年度　子どもの体験活動事例

■問合せ先：愛東地区地域教育協議会（東近江市立愛東コミュニティセンター内）
■郵便番号：５２７－０１５７
■住所　　　：東近江市下中野町４３１番地
■電話番号 ：０７４９－４６－２２６７　　IP０５０５－８０１－２２６７
■FAX番号　：０７４９－４６－２２７０
■e-mail　　 ：aito-k@city.higashiomi.shiga.jp
■備考　　　 ：

宿泊型子ども避難生活体験

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

不可



その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

不可

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　１２４　人
■中学生　　　６　人
■高校生
■その他、保護者

協力団体
スタッフ数

■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　　　 ：

【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

･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

活動内容

※写真を貼り付け

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

【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。川遊び・イワナつかみやキャンプファイヤーはとても楽しかったです。

■協力団体
■スタッフ数　７９　人

開催場所

参加人数（予定）

２泊３日　９，０００円　５泊６日　１２，０００円

東近江やまの子キャンプ事業

主催者

開催日

詳細情報

平成23年度 子どもの体験活動事例

やまの子キャンプ実行委員会、東近江市教育委員会

平成２３年８月７日（日）～１２日（金）

愛郷の森キャンプ場　他

■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

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。

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）



米原市山東公民館指定管理者　NPO法人カモンスポーツクラブ

H23年9月20日（火）〜23日（金）

米原市山東公民館

■宿泊数　3泊4日
■宿泊施設　米原市山東公民館内

ボランティアの人との交流
食事の準備や後片付け、お布団の上げ下ろし、自分の身の回りの事を一人でする。
夕食後のﾚｸﾚｰｼｮﾝ等で協調性を高める。
集団生活を経験する。
日常しない部屋等の掃除をする。

通学館　　（通学合宿）

主催者

開催日

参加人数（予定）

７，０００円

お寺に行き、住職の説教を正座をしながら静かに最後まで聞くことが出来たことを
褒めていただきました。

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

詳細情報

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

※写真を貼り付け

公民館にお泊りしながら学校へ通う！！

ご協力してくださるご家庭があり、「もらい湯」の体験は子どもたちにとってはとても楽しいものになったようで
す。通学館でなければ体験できないことだと思います。是非、お勧めです。

■協力団体　健康推進員・カモンスポーツクラブ理事・他
■スタッフ数　　    ２０ 人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　      ２９   人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　   人

協力団体
スタッフ数

平成23年度　子どもの体験活動事例

■問合せ先　：米原市山東公民館指定管理者　NPO法人　カモンスポーツクラブ
■郵便番号　：５２１‐０２４２
■住所　　　　：滋賀県米原市長岡　3127
■電話番号　 ：0749‐55‐2578
■FAX番号　 ：0749‐55‐0562
■e-mail
■備考　　　 　：

楽しみながら集団生活を学ぼう！！

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

否

http://www.zb.ztv.ne.jp/santo-komin/kamonnews.html

住職さんの
お話を正座して静か
に聞けました！！



平成23年度　子どもの体験活動事例

■問合せ先：日野町教育委員会事務局　生涯学習課内　日野町子ども会指導者連絡協議会事務局
■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　　　 ：

仲間たちと大自然を体感

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

不可

なし

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　      　　６０人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　   人

協力団体
スタッフ数

　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

詳細情報

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

※写真を貼り付け

カッター訓練、いかだ体験、スポーツ活動、海水
浴、浜辺の活動、スイカ割り、ナイトアドベン
チャー、火おこし体験、野外炊飯、キャンプファイ
ヤー

開催日

参加人数（予定）

１００００円

問合せ先

海水浴未経験者が多く、海辺の活動についての賛辞が多かった

■協力団体　　なし
■スタッフ数　　１８人

日野町子ども会指導者連絡協議会

平成２３年８月６日（土）～ ９日（火） 

国立能登青少年交流の家

■宿泊数 ３泊４日
■宿泊施設 国立能登青少年交流の家

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。

アドベンチャーキャンプ２０１１ｉｎ能登

主催者

　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



その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

否

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　     ４３        人（竜王町参加者）
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　５　人（子ども会役員）

協力団体
スタッフ数

■問合せ先：竜王町子ども会指導者連絡協議会事務局
■郵便番号：５２０－２５５２
■住所　　　：滋賀県蒲生郡竜王町大字小口２７６－１　　竜王町公民館内
■電話番号 ：０７４８－５８－１００５
■FAX番号　：０７４８－５８－１９７９
■e-mail
■備考　　　 ：

滋賀県希望が丘文化公園青年の城を核として、
キャンプファイヤー、サイクリング、ウォークラ
リーを班単位で活動をおこなう

活動内容

※写真を貼り付け

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

体験活動後に、ふだんしゃべったことがない子とお友達となり、今後の活動に広がりができたことを
子どもたちから感想として言っていました。

■協力団体　　（財）滋賀県文化振興事業団
■スタッフ数　　   ６   人

開催場所

参加人数（予定）

２，０００円

希望が丘はＭＹホーム
（野洲っ子・湖南っ子・竜王っ子交流合宿）

主催者

開催日

詳細情報

平成23年度　子どもの体験活動事例

竜王町子ども会指導者連絡協議会

平静２３年９月２４日・２５日

滋賀県希望が丘文化公園

■宿泊数
■宿泊施設

各地区の子ども会の活動をより効果的に実施するには、主役である会員の中にいるジュニアリー
ダーの存在と行動力が不可欠である。このことから、町内および他市町各地区から子ども会会員
一堂を会し、１泊２日の自然体験や宿泊活動を通して必要な知識を学びあいながら、地区のジュニ
アリーダーとしての意識を高める研修の場とするとともに他市町との交流の中から子どもたちの連
携を深めていく。そして、研修で得られたことを地域の子ども会活動につなげていってもらう。

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）



平成23年度　子どもの体験活動事例

■問合せ先：豊郷町教育委員会事務局社会教育課
■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 ：0749-35-8010
■FAX番号　：0749-35-8021
■e-mail　　 ：syakaikyouiku@jupiter.ocn.ne.jp
■備考　　　 ：

否

・昔あそび
・お茶会体験
・絵手紙
・お話と折り紙教室
・カロムであそぼう
　　全５回の体験活動

子どもの感想
　たくさんのおじいさんおばあさんにいろんな遊びを教えてもらって楽しかったです。
　お茶を飲む前におかしを食べるなんて知らなかったのでびっくりしました。お茶がちょっと苦かったです。
　クリスマスカードを初めて作ったので楽しかったです。楽しいお話も聞けていい体験になりました。

■協力団体　　老人クラブ連合会、茶道クラブ、絵手紙教室
　　　　　　　　　読み聞かせボランティア、彦根カロム協会
■スタッフ数　　３０  人

開催場所

■小学生　          ３２人

協力団体
スタッフ数

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

問合せ先

社会体験・文化芸術体験

形態 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

詳細情報

※写真を貼り付け

さとっこふれあい教室
（地域ふれあい体験）

主催者

開催日

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

宿泊情報

趣旨・目的

参加人数（予定）

１，５００円

豊郷町青少年育成町民会議

8/5、8/22、10/22、12/10、2/12

豊栄のさと

■宿泊数
■宿泊施設

・小学生１年生から３年生を対象とします。
・地域の方や文化サークルの方を講師として、地域の方との交流および感謝の気持ちを育みます。
　また地域の方々の青少年育成への関心を高めます。
・異年齢間のふれあいを大切にします。



せせらぎ地域教育協議会

平成23年10月15日（土）

甲良東小学校調理室および中庭(雨天バージョン)

■宿泊数
■宿泊施設

・身近な自然と地域の大人との触れあいの機会
・地域の良さを実感できる心温かな体験と交流の場
・「子どもを中心に据えたコミュニティづくり」を進める

ちいさい秋みつけた

主催者

開催日

参加人数（予定）

無

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

詳細情報

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

さつまいも切り体験
かやくご飯おにぎりつくり
さつまいも軸とり(雨天バージョン)
かき揚げ・あげいもの試食
秋の自然を生かした自然遊び

秋の自然遊びコーナーはグリーンファイターズ（小学4年生）児童が運営する。

■協力団体
■スタッフ数　　２５  人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　       　　 ６０人
■中学生         　　　 ６人
■高校生           　 　　人
■その他、保護者　  ４５人

協力団体
スタッフ数

平成23年度　子どもの体験活動事例

■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　：０７４９－３８４３３６
■e-mail　　 ：ueda-kenji@town.koura.lg.jp
■備考　　　 ：

秋の自然をみんなで楽しむ

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

否



多賀町・多賀町緑化推進委員会・多賀町林業振興連絡協議会・多賀町林業研究グループ

Ｈ２３年９月２４日、１０月１日、８日、１５日、１６日

多賀町中央公民館・ふれあいの郷・多賀大社駅前

■宿泊数
■宿泊施設

子供たちの職業体験を進める取り組みが、各学校や地域で活発に行われ情操教育、社会生活の適応など
成果をあげている。本事業では、子供の職業体験と緑化推進活動における学習活動を行い、森林の保護・
育成する意識を醸成すると共に起業への気づきを促し、子どもに新たな可能性を喚起する。

森のケーキやさん

主催者

開催日

参加人数（予定）

５００円

問合せ先

　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 　　　　宿泊　　・　　日帰り　　　※○印で記入

詳細情報

活動名（事業名）

テーマ・キャッチフレーズ

カテゴリ※複数可

（裏面参照）

活動内容

・米粉のパウンドケーキ作成・販売
・お店作りの調査・研究
・森林学習
・募金活動

■協力団体
■スタッフ数　　　　 ５　人

開催場所

宿泊情報

趣旨・目的

■小学生　        １７ 人
■中学生               人
■高校生               人
■その他、保護者　　　人

協力団体
スタッフ数

平成23年度　子どもの体験活動事例

■問合せ先：
■郵便番号：
■住所　　　：
■電話番号 ：
■FAX番号　：
■e-mail　　 ：
■備考　　　 ：

その他・備考

参加費用

管外参加可否

おすすめポイント
又は参加者の声

ホームページ

不可




