
実　施　日 主 な 活 動 内 容 対　　象 定員 参 加 費 申 込 方 法事　業　名

家族
向け

家族
向け

家族
向け

あしがらアートの森
with

森の大地祭

11月18日(土)
11月19日(日)
【各日日帰り】

もりっこ1泊2日ver.です。ごはん作りも行
います。子どもたちがどんな発
見をし、何を思うのか、
お子さんの成長をサポ
ート致します！

小学校高学年だけで秋の足柄の森を遊び尽くしま
す。野外炊事や自然材を使った物作りはもちろん、
村外へ出ての冒険にも出発します。

どなたでも － シャトルバスで
直接会場へ

8月6日(日)
 ～11日(金・祝)
 【5泊6日】

障がいのあるお子様とその家族が自然とふれ
あい、心も体もリフレッシュできるキャンプ
です。収穫体験や野外炊事、夜の森遊びなど、
家族で素敵な思い出を作りましょう。

空気の澄んだ冬の森での高学年キャンプです。
ふれあいの村を冒険し、たき火を囲んで暖を
取ったり炊事をしたり、星空を眺めながらゆ
ったりするなど、冬の森を遊び尽くします！

もりっこ

もりっこ２デイズ

ふれあい
アドベンチャーキャンプ

自然遊びを通して子どもたちの感性を育み
ます。初夏の森、ふっかふかの落ち葉、吐
く息の白さとパチパチとはぜる焚き火…、
足柄の森は自然の遊園地！？

幼児
(３歳～未就学児)

とその保護者

幼児
(３歳～未就学児)

とその保護者

各回
25人

25人

家族
向け

Ｍｏｒｉ・キッチン

①6月24日(土)
②1月20日(土)
【各日日帰り】

①4月22日(土)
②  6月3日(土)
③11月4日(土)
④  2月3日(土)
【各日日帰り】

ふれあいの村近辺の畑で丹精込めて育てた
旬の野菜を収穫し、それを使って
野外炊事をします。自分たちの
手で採った野菜で作ったごはん
は絶品です。家族で親子で野
菜と自然を満喫しましょう。

家族
・親子

各回
35人 ②③④の回

中学生以上1,400円
3歳以上～小学生
　　1,000円

①の回
中学生以上2,200円
3歳以上～小学生
　　1,500円

中学生以上
      6,000円
3歳以上～未就学児
      4,000円

中学生以上
      1,200円
3歳以上～未就学児
        900円

①2月5日～3月17日
②4月5日～4月28日
③9月5日～9月29日
④12月5日～1月6日
ＨＰのフォームから

①4月5日～5月19日
②11月5日～12月15日
ＨＰのフォームから

4月5日～5月5日
ＨＰのフォームから

7月5日～8月4日
ＨＰのフォームから

5月5日～6月30日
ＨＰのフォームから

①5月5日～6月9日
②10月5日～11月3日
ＨＰのフォームから

①3月5日～4月14日
②10月5日～11月17日
ＨＰのフォームから

8月5日～9月15日
ＨＰのフォームから

大人
向け

キャンプ・ラボ
～野外活動入門編/

ボランティア研修会～

6月10日(土)
 ～11日(日)
【１泊２日】

野外活動の基本的な技術や、キャンプにお
ける子ども達との関わり方などを楽しみな
がら学びます。アウトドア経験がない方も
お気軽にご参加ください。(不登校対策事業
のボランティア研修会と合同開催です。)

子ども達のキャンプ

や自然体験活動に興

味・関心のある方・

これから取り組みた

い方（高校生以上）

9月9日(土)
 ～10日(日)

【１泊２日】

10月7日(土)
  ～9日(月・祝)
【２泊３日】

20人

障がいのある
児童・生徒と
その家族

中学生以上
      6,400円
3歳以上～小学生
      4,200円

30人

子ども
向け

子ども
向け

フォレスターキッズ
キャンプ

あしがら
6デイズチャレンジ

 ①7月15日(土)
     ～16日(日)
 ②12月9日(土)
     ～10日(日)
 【各１泊２日】

 ①5月20日(土)
 　  ～21日(日)
 ②12月23日(土)
        ～24日(日)
 【各１泊２日】

家族
向け

バリアフリーキャンプ
10月21日(土)
  ～22日(日)
【１泊２日】

2月17日(土)
 ～18日(日)
【１泊２日】

初キャンプでも問題なし！小学校低学年だ
けのお泊りキャンプです。友だちを作って
自然の中でたくさんの体験をし、
ごはん作りにも挑戦します。元
気いっぱいに遊びつくそう！

本格的長期キャンプ、今年はなんと６日間で
す！道具作りやごはん作り、長距離ハイクな
ど待ち受ける様々な課題にチャレンジし、自
身の成長や仲間との協力により乗り越えます。
全て達成したときの気分は格別です！

小学校１年生
～小学校３年生

小学校４年生
～中学生

各回7,200円
各回
35人

子ども
向け

35人

家族
向け

あしがら
ファミリーキャンプ

春と冬の足柄で家族キャンプ！自然あふれ
るフィールドで自然散策や季節に
合った物作り、野外炊事など、
様々な体験を思い切り
楽しむ２日間です。

家族・親子

中学生以上
      6,800円
3歳以上～小学生
      4,800円

各回
60人

無料

42,000円

8月5日～9月1日
ＨＰのフォームから

小学校４年生
～６年生 35人 15,000円

あしがら
アドベンチャーキャンプ

子ども
向け

12月5日～1月12日
ＨＰのフォームから

小学校４年生
～６年生

35人 7,200円

無料
※一部実費

２日間開催の祭りとアートのコラボレーシ
ョン。模擬店や文化発表・音楽演奏、飲食
ブースや美術展・ワークショップなど楽し
いこと盛りだくさん！ 自然豊かなロケーシ
ョンの中で様々なアートを鑑賞、体験しな
がら楽しいひと時を過ごしましょう。

HP・QR コード 各申込・QR コード



『端午の節句・金太郎を描こう』
 ～ハッケヨイ！のこった！～

『旅に出る乗り物を描く』
　～旅へ出かけよう！～

『花や果物・野菜を描こう』
　～曲線や艶、光と陰影～

『冬も元気いっぱい！
遊ぶ子ども達を描こう』

『紅葉の風景を描こう』
～心惹かれる 野山の錦～

『春の息吹を描こう』
～春を見つけに外へ行こう！～

輪ゴムアート
～創造力や感性を刺激する

　　　　　　不思議アート～

ビックリ箱を作ろう！
～出てくる！出てくる

　　　　　ワーイワーイ！～

アイスの棒でクラフト
～何ができるかな？

　　　　　　　ワクワク♪～

草木染め
～自然を感じる染色体験～

　  （指導：小沢敬子さん）

パイプチャイム作り
～綺麗な音の響きを

　　　感じてみましょう～

大人：クリスマスリース作り
子ども：クリスマスグッズ
～手作りクラフトで素敵なクリスマスを♪～

令和５年度

神奈川県立足柄ふれあいの村では毎月第一日曜日に、自然とのふれあい、自然と向き合えるプログラムを用意しています。

午前は自然観察会を、午後はチョーク絵講座またはクラフト教室を行います。

小さいお子さまからご参加いただけますので、ご家族をお誘い合わせの上、ぜひお越しください。

自然観察会 と 風 の ア ト リ エ

神奈川県立足柄ふれあいの村

ファミリーコミュニケーションの日に参加しよう！

★気候や天候によって、プログラムが変更されることもあります。ご承知おきください。

参加費：自然観察会は無料。

　　　　 チョーク絵講座、クラフト教室は材料費と資料代が掛かります。（上記参照）

　　　　 ※チョーク絵セット（黒板+チョーク+資料代）は初回250円が掛ります。（２回目からはセットをご持参ください。）

申　込：事前の電話予約かＨＰの申込みフォームまたは、当日足柄ふれあいの村へお越しください。

　　　　　　 のマークが付いている回につきましては、定員 20 名様までの事前抽選となります。

        申込期間中に、ＨＰのフォームからお申込みください。当選者の方には追ってご連絡いたします。        

問合せ： ☎ 0465-72-2010  〒250-0121 神奈川県南足柄市広町 1507  神奈川県立足柄ふれあいの村

13：00～ 15：00
10：00～ 12：00

４月２日

毎月
第１日曜日
開催

５月７日

６月４日

７月２日

８月６日

９月３日

10 月１日

11 月５日

12 月３日

１月７日

２月４日

３月３日

《ファミリー・コミュニケーション運動とは》
近年の少子化、核家族化といった社会の変化や携帯電話・ゲームなどの影響を受け、家庭内でのコミュニケーション不足が指摘されています。
神奈川県教育委員会では、いじめや暴力行為等の未然防止を目的として、家庭でのコミュニュケーションを大切にし、子どもたちの豊かな心を育む運動として、
毎月の第一日曜日に合わせ、イベントや施設優待など家族のコミュニケーションが深まる環境づくりを行っています。
県内の施設で受けられる様々な優待や割引については、神奈川県のホームページでご確認いただく事ができます。  http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7179/

自然観察会
風のアトリエ

チョーク絵講座クラフト教室

（　　　　　　　　　　　　 ）※風のアトリエ終了後、10 分程度の「絵本読みきかせ」「紙芝居」

　「パネルシアター」などを予定しております。

自然観察会 と 風 の ア ト リ エ

材料費：300円

材料費：300円

材料費：300円

材料費：1,500円

大　人．材料費：1,000円
子ども．材料費： 300円

材料費：300円

令和５年

令和６年

指定管理者：株式会社アグサ（連携協力：関東学院大学）　所管課：神奈川県教育委員会教育局支援部子ども教育支援課　045-210-1111（代表）

自然観察会

風のアトリエ

申込みは

こちらから！

←

春らんらん♪春の花や虫さがし！

小さな虫のフシギな行動を見てみよう！

カエルや虫の卵・幼虫を観察しよう！

夏の森の生き物さがし！

▶申込期間：6/4 ～ 6/24　▶当選者決定：6/27 までに

▶申込期間：9/3 ～ 9/23

▶当選者決定：9/26 までに

▶申込期間：11/5 ～ 11/25

▶当選者決定：11/28 までに

▶申込期間：1/7 ～ 1/27

▶当選者決定：1/30 までに

▶申込期間：7/2 ～ 7/29　▶当選者決定：8/1 までに

▶申込期間：8/6 ～ 8/26　▶当選者決定：8/29 までに

▶申込期間：9/3 ～ 9/23　▶当選者決定：9/26 までに

セミの抜け殻をじっくり観察

トンボ・バッタ・カマキリ。秋の虫さがし

秋！足柄の森のキノコさがし

いろいろな木の実をあつめて観察

冬芽・葉痕。植物の顔を見てみよう

バードウォッチングしながら冬の森歩き

動物の食べあとやフンなど、痕跡をさがそう

私の春一番をさがしに行こう！

『端午の節句・金太郎を描こう』
 ～ハッケヨイ！のこった！～

『旅に出る乗り物を描く』
　～旅へ出かけよう！～

『花や果物・野菜を描こう』
　～曲線や艶、光と陰影～

『冬も元気いっぱい！
遊ぶ子ども達を描こう』

『紅葉の風景を描こう』
～心惹かれる 野山の錦～

『春の息吹を描こう』
～春を見つけに外へ行こう！～

輪ゴムアート
～創造力や感性を刺激する

　　　　　　不思議アート～

ビックリ箱を作ろう！
～出てくる！出てくる

　　　　　ワーイワーイ！～

アイスの棒でクラフト
～何ができるかな？

　　　　　　　ワクワク♪～

草木染め
～自然を感じる染色体験～

　  （指導：小沢敬子さん）

パイプチャイム作り
～綺麗な音の響きを

　　　感じてみましょう～

大人：クリスマスリース作り
子ども：クリスマスグッズ
～手作りクラフトで素敵なクリスマスを♪～

抽選抽選

抽選抽選

抽選抽選

抽選抽選 抽選抽選

抽選抽選

抽選抽選

抽選抽選


