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募集中 

クライミングウォール     

  指導者養成講座 

 この養成講座では、使用者の自己責任と安全管

理の徹底を理解して頂くこと、器具の取り扱い方

や指導法について紹介していきます。「指導者認

定証」の発行後1年間は、団体として当所のクラ

イミングウォールを利用することができます。 

 

【第8回】平成20年1月13日(日) 13:00～15:00 

【第9回】平成20年2月10日(日) 13:00～15:00 

【対 象】ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙの利用を希望する少年団体 

     の指導者(高校生不可)、教職員 

【参加費】300円（保険代） 

【申込方法】電話でお申込みください。(先着順)  

募集中 ぼくのわたしのスケッチブック 
千葉市少年自然の家での自然体験や生活体験の思い出を 

1枚のまっさらな画用紙に描いてみませんか？ 
 
【募集期間】平成19年7月1日(日)～平成20年1月31日(木)(必着) 

【課  題】「思い出を画用紙にのせて」を自由に描く 

【対 象 者】今年度、千葉市少年自然の家を利用した小学生 

【規  定】(1)画材は自由 

      (2)画用紙の大きさ「八つ切り」縦横可 

【表 彰】千葉市教育委員長賞、千葉市教育長賞、審査委員長賞、 

     ぺんてる賞、千葉市少年自然の家所長賞、 

     応募者全員に参加賞 

【応募先】千葉市少年自然の家 

  ※詳しくはホームページをご覧になるか、 

   電話にてお問合せください。 

募集中 

 

  一足早いクリスマスを自然の家ですごしませんか？ 

 クリスマスに向けてクリスマスクラフトに挑戦！夜は 

 クリスマスキャンドルサービスで楽しみましょう。 

 また、クリスマスクッキングにも挑戦します。 
 
【日 程】平成19年12月15日（土）～16日（日）1泊2日 

【参加費】小学生3,900円、中学生4,000円、未就学児 

         (3歳～6歳)3,700円、乳幼児（3歳未満）500円、 

         大人(千葉市民)4,800円、大人(千葉市外)5,600円 

     ※参加費には施設使用料、リネン代、食事代(夕1回、 

    朝1回、昼2回）、プログラム代を含みます。（乳児 

    には食事代、プログラム代は含まれておりません。） 

【対 象】千葉市内、市外の児童・生徒（3才児～中学生） 

     とその保護者 

【募集人員】18組（ログハウス宿泊：1家族1棟） 

【申込方法】往復はがきに必要事項（①主催事業名、 

           ②住所、③代表者氏名、④参加者人数： 

      お子様の学年や年齢、⑤電話番号： 

           自宅･携帯）をご記入の上、少年自然の家へ 

      お送りください。（11/21(水)必着） 

      お申し込み多数の場合は抽選にて決定させて 

      いただきます。 

   ※詳しくはホームページをご覧いただくか、 

   電話にてお問合せください。 

自然の家 ファミリークリスマス 

【対 象】3歳以上中学生以下のお子さんを含む家族 

【募集人員】35組（宿泊棟宿泊：1家族1部屋） 

【申込方法】往復はがきに必要事項（①主催事業名、 

    ②代表者氏名、③住所、④電話番号：自宅･携    

    帯、⑤参加者人数：お子様の学年・年齢）を 

    ご記入の上、少年自然の家へお送りください。      

    （11/10(土)必着） 

  ※お申込み多数の場合は抽選とさせていただきま 

   す。詳しくはホームページをご覧いただくか、 

   電話にてお問合せください。 

【日 程】平成19年12月8日(土)～12月9日(日)1泊2日 

【参加費】小学生3,200円、中学生3,400円、未就学児 

     (3歳～6歳)2,900円、乳幼児（3歳未満)500円、 

     大人(千葉市民)4,200円、大人(千葉市外)5,000円 

   ※参加費には施設使用料、リネン代、プログラム代、 

    食事代(夕1回、朝1回、昼1回）を含みます。 

 プログラムの指導は経験豊かな当所のスタッフや、明るく

楽しいボランティアが担当します。1泊2日で最大3つのプロ

グラムに参加できます。 

募集中 

発行所／千葉市少年自然の家 〒297-0217 千葉県長生郡長柄町針ヶ谷字中野1591-40  TEL(0475)35-1131   発行人／赤澤 晃                                   

平成１９年１１月１日発行 

（毎月１日発行） 

 息子の通う小学校では、特別支援教育の一環で、少年自然の家で2泊3日の「げ

んきキャンプ」を行っています。親元を離れた環境で様々な体験を通じ、集団生

活のルールやマナーを学び、将来の自立に向け学校の中だけでは出来ない学習に

取り組んでいます。息子は今回、3度目のキャンプに参加しました。普段、家庭では親に甘えてし

まいますが、お友達と先生方しか居ない中で、どこまで身の回りのことを自分で出来るかが彼の

課題でした。本番前には家族で自然の家を訪れ、食堂や風呂場などの施設の確認や、昨年出来な

かった課題の練習をしました。そして3日間を楽しく過ごし帰ってきました。こうした積み重ねが

彼にとって、将来の大きな財産になるのです。ゆっくり少しずつ課題をクリアする、息子の可能

性を感じます。貴重な体験の機会を下さった先生方と、自然の家スタッフの皆様の心配りや見守

りに感謝しております。来年も楽しみにしております。 

            （千葉市立幕張小学校 杉の子学級 保護者）  

 

 千葉市立幕張小学校杉の子学級に通う息子は、毎年恒例のげんきキャン

プをとても楽しみにしております。この合宿を杉の子学級では生活能力レ

ベルアップの最高のチャンスと位置づけして「自分のことは自分で」「自分から考えて動けるよう

になる」といった身辺自立を目標に、子供とともに先生と親とでしっかりと取り組んでいます。

バイキングの食事（好きな物を適量を考えてとる）、お風呂（湯上りに床をぬらさない様タオルで

拭いてからあがる）等々、家庭でつい手助けしてしまい欠落している生活力･･･これを見逃さず先

生がどんどん課題を設定。我が家でも、本番さながらに家族旅行で特訓したり、出来ないことを

意識してとにかく練習･･･やらせなければ出来ないと実感の日々です。重いリュックを背負って

仲間と助け合い、先生に励まされながら、幕張から電車を使って出発！3日後、子供は本当にいき

いきとたくさんの思い出と共に、そして着実に成長して帰ってきます。                      

                      （千葉市立幕張小学校 杉の子学級 保護者）                       

千葉市少年自然の家だより No.３２ 

１１月号 

 千葉市少年自然の家のオープンと共にスタートしたプロ 

グラムに千葉市内小学校5年生の「移動教室」ともう1つ、 

特別支援学級と特別支援学校の児童・生徒を対象とした「げ

んきキャンプ」があります。げんきキャンプも自然の家と同

様、スタートから2年半が経過しました。今回は、げんきキャ

ンプに参加した児童の保護者からの声をご紹介します。 



 

 

 

 台風20号の影響が心配された日曜日でしたが、台風一過の青空の下、千葉市少年自然の家オープンデー

『秋のわいわいフェスティバル』を行いました。駐車場には朝から人があふれ、千葉市や長柄町の方を中心

に10時のスタートが待ちきれない様子でした。来場者の他に、協力団体やステージ発表団体、ボランティア

を合わせると、1200人を超える大盛況な秋の1日となりました。 

 

～みんな集まれ！楽しさてんこ盛り！！～ 
 

2007年10月28日(日)10:00～15:00 実施 

集いの広場の野外ステージでは、城北流艶太鼓の

和太鼓演奏で始まり、あすみが丘国際推進機構のバ

ンブーダンスや丸太早切り競争、そして最後に各種

体験プログラムの表彰式と閉会

式を行いました。また、集いの

ホールの室内ステージでは、

BOSOの和太鼓演奏や和太鼓演奏

体験、もちつき大会、ピエロの

パネルシアターや千葉インドネ

シアソサエティのアンクルン演

奏などを行いました。どのス

テージも音楽や人の歓声が常に

絶えず、にぎやかなものとな

りました。 

 クラフトコーナーでは、昔なつ 

かしの遊び『竹ポックリ』『割り箸 

鉄砲』『紙ヒコーキ』を作りました。

子どもだけでなく、大人も真剣に 

楽しんで作っている姿がとても微笑 

ましく見えました。 

 また、プラスチックの板に絵を 

描き、オーブントースターで暖め 

縮める『プラ板キーホルダー作り』、

桜の木を輪切りにし、自然素材を 

飾り付ける『小枝のキーホルダー作

り』世界に2つとないキーホルダーの

完成です。 

 次回は、自然の家の『手作り工房』

でお待ちしております。 

 自然体験コーナーでは、稲刈りが

終わった田んぼでの泥んこレース

や、釣ったザリガニの重さを競うザ

リガニ釣りコンテスト、施設内の自

然をめぐる自然観察会、昔ながらの

農耕具を使っての脱穀・精米ツアー

を行いました。また、施設内の果樹

を当てる果樹当てクイズや、自然の中に隠れたものを探

す谷津田アドベンチャーなどのフリープログラムもたく

さんの人が参加しました。この他にも、4種類の野草茶を

飲み比べる利き野草茶屋の出店や、お米でできたポン菓

子の無料配布も行いました。 

 国際交流コーナーでは、カンボジア王国、

フィリピン共和国、パキスタン・イスラム共

和国、インドネシア共和国、ベラルーシ共和

国、タンザニア連合共和国、ケニア共和国、

サントメ・プリンシペ民主共和国の8ヶ国9団

体の展示や、その国に関する民芸品や飲食物

の販売を行いました。また、カンボジアの

ボール遊び「サイ」の体験やフィリピンの貝

殻を使ったクラフ

ト体験も行いまし

た。世界の国々の

生活や文化を身近

に感じられた1日で

した。  

右：サントメ・プリンシ

ペ民主共和国のブース 

カンボジアのボール遊び

「サイ」を体験。 

みんなで力を合わせて、

ぺったん！ぺったん！ 

いきの良い太鼓の音が、自然の家

に響き渡りました。 

全身を使って、大迫力の演奏です。 

音楽に合わせてバンブーダンス。 

衣装がとても素敵でした。 

老若男女、みんな必死になって丸

太を切りました。 

小枝のキーホルダーを作りまし

た。世界に1つだけの宝物です。 

プラ版作り。かわいい作品が簡単

にできあがりました。 

ドカンッ！という音がなったら、

ポン菓子のできあがり。 

ザリガニ釣りコンテスト。大きい

のを釣って、優勝するぞ！ 

お米の脱穀・精米を、地元の方々

におそわりました。 
大人気の泥んこレース。田んぼの

中を走れ走れ！ 

協力団体、ボランティア一覧（順不同） 
 

・(有)さくらの郷 ・ながら夢工房 ・千葉の自然に親しむ会 ・城北流艶太鼓  

・ＢＯＳＯ ・あすみが丘国際推進機構 ・千葉インドネシアソサエティ 

・地球市民交流基金EARTHAN ・ベールイ･アイスト ・キ･アフリカ、キラキラ 

・サントメ・プリンシペ友の会 ・カンボジアに学校を贈る会 ・ビーズ工房 

・Sports project in CAMBODIA ・カトリック東京国際センター千葉事務所 

・千葉市少年自然の家ボランティア  

         ～ご協力本当にありがとうございました～ 

皆様と千葉市少年自然の家で再

びお会いできるのを楽しみにし

ております。 

竹ポックリ完成！このまま

お散歩へ行きたいなぁ。 

かっこいい竹ポックリが

できるよう、竹を一生懸

命磨きました。 

ザリガニ釣り。ザリガニ

たくさん釣れたかな？ 

 

 

 輪投げやヨーヨーは子どもたちに大人気！地元特

産品やコーヒーは、大人の楽しみ♪ビーズ工房やピ

エロ、バルーン・アート、国際コーナーなど、いつ

も人であふれていた場所となりました。 
わなげのご褒美は、おかしとおも

ちゃ。たくさんすくって大満足！ 
コーンに向かってわっかを3本投

げます。何本入るかな？ 

 

上：インドネシアの竹製

民族楽器「アンクルン」

の演奏 



 

 

 今年度、千葉市少年自然の家を利用した子ど

もたちによる、施設内を撮影した写真のコンテ

ストを実施しました。79点の応募があり、どの

作品もとても素晴らしい表情が捉えられてお

り、第1回目からハイレベルな作品が多数寄せられました。 

 厳正な審査の結果、当初予定をしておりました「審査委員長賞」「少年自然の家所長賞」に  

「作品賞」「審査委員特別賞」を加え、4点の優秀作品が選ばれました。そして、去る10月28日

（日）に自然の家で行いました「秋のわいわいフェスティバル」の中で表彰式を行い、文化の秋

にふさわしく、子どもたちの力作に多くの方たちが注目した表彰式と写真展となりました。 

 写真展への応募をきっかけに今後多くの子どもたちが、自然の家をより身近に深める事ができ

れば幸いです。みなさんも、カメラのレンズをのぞくと素敵な風景に出会えるかも…。 
 

参加者が撮影した写真① 

参加者が撮影した写真② 

 10月のファミリーキャンプは、家族の思い出写真をテーマにプロのカメラ

マンを招いての写真づくしの2日間となりました。 

 1日目は、まずカメラマンの工藤光博さんから写真撮影のコツを教えても

らい、その後少し視点を変えてデジカメで撮影した画像をつなげてミニ映画

を作成しました。(パラパラマンガの要領と同じで

す。)そしてその次に、「虫の視点」をテーマに所内

で写真を撮影しました。夕食後、参加者の皆さんの撮

影したミニ映画と虫の視点写真を鑑賞し、参加者の皆

さんからは感想を、工藤さんからはアドバイスをいた

だき翌日の撮影に備えました。 

 2日目の午前中は、1日目の体験とアドバイスを参考

にして「家族の思い出になるような写真」をテーマに

写真を撮影しました。最後にお披露目をしましたが、

どの写真も参加者全員から驚きの声が漏れるような素

晴らしいものばかりでした。 親子での撮影風景。 

審査委員長賞 

田代 靖士さん 
審査委員特別賞 

千ヶ崎 悠さん 

作品賞 

千葉市立花園小学校18班 

自然の家所長賞 

斉藤 仁美さん 

表彰式 

 

写真展風景 



 施設内に設置された惑星の写真を見ながら、クイズに答えるプログラムで

す。それぞれの惑星の写真は、実際の惑星間の100億分の1の距離に設置してあ

ります。クイズに答えながら、太陽系の惑星間の距離を体感することができま

す。 
１．宿泊棟とリフレッシュセンター棟の間に1番目の看板があります。ここか   

  ら、スタートです。 

２．それぞれの看板をたどりながら、写真の惑星の名前とクイズの答えを記入 

  していきます。 

３．惑星の写真間の距離を測り、実際の惑星間の距離を 

  答えます。 

４．答えがわからないときは、自然環境学習センター展 

  示室にある図鑑で調べてみましょう。 

 

 自然の家で100億分の1の宇宙を体験してみましょう。 

 

 秋、山や野原の植物は紅葉で色づきはじめ、

冷たくなった風に小さくゆれています。キンモ

クセイの香りは、秋をよりいっそう魅力的にし

ます。よく見ると、うすむらさき色の実、あお

色の花、あかむらさき色の茎などが見つかりま

した。とっても色鮮やかですね。 

 さて、動物たちは木の実をあつめ、そろそろ

冬眠のしたくをはじめているのでしょうか。 

施設内にある緑色の看板をた

どって歩いていきます。 

看板の中の写真に関するクイズ

に答えましょう。 
問題用紙を持って、プラネット

ウォークへ出かけましょう。 

 長柄ダムのほとりに、ひっそりと

小さな煙突が顔をのぞかせていま

す。ここが竹炭工房です。この工房

では、長柄の竹林から切り出した竹

を使った竹炭づくりが体験できま

す。とはいえ、炭

の焼きあがりまで数日かかってしまう

ので、実際には窯入れや窯出しなどの

体験となりますが、後日焼きあがった

ものを受け取ることができます。 

 

 

 今年6月26日に、千葉市立生浜小学校6年生がこの竹炭

工房で炭焼き体験を行いました。炭材の作成には「竹割

り機」と「節とり機」が使用され、初めは不安がってい

た児童も「機械できれいに竹が割れるのがおもしろい」

と夢中になっていました。炭材を炭窯に

詰め込み、点火すると「炭ができあがる

のが楽しみ」との声が聞かれました。 

 焼きあがった竹炭は夏休み前に生浜

小学校に郵送され、受け取った児童は部

屋の中に飾ったり、ごはんに入れて炊く

などして利用しているそうです。 

農山村留学で炭焼き体験！！ 


