
 このたび、千葉市少年自然の家所長を退任いたしました。

４年間の短い間でしたが格別のご厚情ご支援を賜り厚く御礼

申し上げます。 

 私たちは、指定管理者に求められる新たなミッションであ

る「これまで利用したことのない市民でも自然体験や体験活

動に関心を持つことができるような魅力的な事業を展開す

る」ことを目指し、子どもから大人まで「行ってみたい、

行ってよかった、また行きたい」施設にしたいと思い管理運

営に努めて参りました。この２年間は新型コロナウイルス感

染拡大により厳しい運営ではありましたが、この思いは、今

後も変わらず引き継がれていくと信じております。 

 後任には佐藤健が就任いたしましたので、何卒私同様一層のご支援ご厚誼を賜ります様お願

い申し上げます。 
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「ゆくっと」とは、房総の方言で「ゆっくりと」の意味。自然の家でゆくっとしよう。 
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新年度を迎えて 

退任の挨拶 

「美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれた

ときの感激、思いやり、憐み、賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひ

とたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知

りたいと思うようになります。」（レイチェル・カーソン「センス・オ

ブ・ワンダー」より） 

このたび、佐藤哲所長の後任として千葉市少年自然の家所長の任を務め

ることとなりました佐藤健です。千葉市少年自然の家は開設から17年を経

て、市内及び周辺市町村から多くの児童生徒、ご家族の体験活動の場とし

て利用されてきました。今後も皆様のご来所を心から歓迎しいたしますと

ともに、より充実した体験活動ができるよう職員一同努めてまいります。 

コロナ禍でインドア生活中心の昨今、自然の中で思い切り遊ぶ機会が少

なくなっていることは残念です。加えてタブレット端末を通してのオンラ

イン学習は、ややもすると子どもたちの持っているセンス・オブ・ワン

ダーに蓋をしてしまっているのが現実かもしれません。バーチャルではな

い実体験を伴った自然事象への興味関心。共通の体験を通じての友だちとの連帯と互いを尊重しあう

心。私たちのプログラムがこれらの萌芽と涵養の一助となれば幸いです。 

 日常とは異なった少年自然の家での体験は、佐藤哲前所長の言を借りれば、「様々な気づきを与

え、子どもたちを大きく成長させてくれる」と。私もそう考えます。これからも千葉市児童の健全育

成の場として、リーダーシップ開発の場として発展させるため、皆様のご意見に耳を傾けて一層の努

力を続ける所存です。 

千葉市少年自然の家所長 佐藤 健 

前所長 佐藤 哲 

次ページに「2022年度年間イベント情報」を掲載！要チェック→ 



野外で安全に楽しく活動するため

には、指導者自らが体験すること

が大事です。体験を通して学び、

子どもたちの指導に生かしてもら

うための体験会です。 

体験を通して、仲間との信頼関係を

築くために開発された手法「プロ

ジェクトアドベンチャー」。プロ

ジェクトアドベンチャージャパンか

ら講師をお呼びし、その手法を学ぶ

講習会です。 

プロジェクトアドベンチャー講習会 

お父さんと子どものキャンプ。

クラフトや野外クッキングなど

のワイルドなプログラムに力を

合わせてチャレンジしてくださ

い。お父さんの腕の見せどころ

です。 

グローバルキャンプ 

マンスリーウィークエンド 

星空キャンプ 

ファミリーキャンプ 

田植えや稲刈り、ダッチオーブ

ンを使ったアウトドアクッキン

グなど、四季折々のダイナミッ

クなプログラムを参加家族みん

な で 行 い ま

す。家 族 同 士

の 交 流 が フ ァ

ミ リ ー キ ャ ン

プ の 醍 醐 味 で

す。 

父と子のキャンプ 

今年度もイベント盛りだくさん！当所スタッフと明るく楽しいボランティアで、皆様をお待ちしています。 

各イベントは今後の状況によっては日程変更、延期・中止・内容変更をする場合があります。何卒ご了承ください。 

 

 おやこキャンプ（家族対象の宿泊キャンプ） 

 こどもキャンプ（小中学生対象の宿泊キャンプ） 

 日帰り （日帰りで参加可能なイベント） 

ワンデー農業体験 

外国人ゲストとの交流を通じて

様々な国の文化や言語に触れ、

日本を改めて考えることを目的

としたキャンプです。 

小学5・6年生対象の夏

のキャンプ。自分たち

で計画し、行動・体験

する中で「自分で考え

行動する力・リーダー

シップ」を育むことを

目指します。 

リーダーシップキャンプ 

小学4年生から6年

生対象の冬のキャン

プ。縦 割 り（異 年

齢）のグループで冬

の自然の家を目一杯

楽しみます。 

キャンパー‘ｓキャンプ 

ウィンターキャンプ 
イベント情報 

自然の家オープンデー！入場無料でどなた

でも参加できる楽しいお祭りです。事前に

エントリーが必要な場合がありますので、

詳細はホームページをご覧ください。 

わいわいフェスティバル 

年間6回予定 

土と触れ合う農業

体験を日帰りで。

日程、内容は随時

ホームページでお

知らせ。 

スプリングキャンプ 

 指導者向け講習会 

自然の家プログラム体験会 

キャンプの歴史や安全など、理論や

基礎実技、応用実技を学び、キャン

プ指導者としての知識を深めるセミ

ナーです。受講者は日本キャンプ協

会公認資格を受けられます。 

キャンプリーダーセミナー 

当所でクライミングウォールを実

施予定の団体指導者への講習会で

す。修了すると団体としてクライ

ミングウォールを使用することが

できます。 

クライミング指導者養成講座 

子どものためのソロキャン

プ。全食自炊、1人でテン

ト泊などのプログラムを予

定しています。今年度は日

程を増やし、中学生対象の

回も。 

オリンピック競技にもなった「スポーツクライミング」の体

験会&競技会。自然の家が誇る6ｍと9ｍのウォールに是非挑

戦してみてください。大人の方も参加できます。 

藍染めワークショップ 

藍の生葉を摘んで、シル

クスカーフを絞り染めし

ます。夏限定のプログラ

ムです。 

こだわりクラフトワークショップ 

木・竹・革を使った本格的なクラフト製作。専門

講師が直接教えるので初めての方でも安心です。

内容については随時ホームページでお知らせ。 

エブリーサンデーイベント 

★プレパの日  

毎週開催されるイベントです。当日参加OK！ 

★ザリガニつりコンテスト  

4月～10月の第1日曜日 

★ニュースポーツ  ★MY工作  

毎月第2日曜日 毎月第3日曜日 毎月第4日曜日 

こどもデイキャンプ チャレンジ！青空クッキング ナイトアドベンチャー 

小学1～4年生対象

のデイキャンプ。年

4回、四季の移り変

わりを感じながら、

季節に合わせたプロ

グラムを行います。 

アウトドアクッキン

グに挑戦したい！と

いう方向け。野外調

理体験に特化したイ

ベントです。 

暗くなった自然の家

を満喫するプログラ

ム。星空観察やナイ

トハイクなど盛りだ

くさん。 

第1回 04月16日～17日 

第2回 05月07日～08日 

第3回 06月11日～12日 

第4回 07月02日～03日 

第5回 09月03日～04日 

第6回 10月15日～16日 

第7回 11月15日～16日    

第8回 12月03日～04日 

第9回   01月14日～15日 

第10回   2月11日～12日 

プログラム選択型のキャンプ。

クライミングウォールやアウト

ドアクッキング、クラフトなど

様々なプログラムから自由に選

んで、家族にあった1泊2日を

過ごせます。お子さんが幼いご

家族、アウトドア初心者のお客

様におすすめ。 

第1回 4月09日～10日  

第2回 5月04日～05日 

第3回 6月18日～19日  

第4回 09月10日～11日 

第5回 11月12日～13日 

第6回 03月04日～05日 

2月18日～19日 
第1回 10月1日～2日 

第2回 02月4日～5日 

「星」をテーマに、千葉市科学館

と共催で行っているスペシャル

キャンプ。千葉市科学館スタッフ

による天体クラフトや望遠鏡を

使っての天体観察、天体解説など

星づくしの1泊2日です。  

第1回 06月26日      第3回 12月 11日 

第2回 07月09日  第4回 01月 22日    

5月28日～29日 

6月  4日（全3日間） 

第1回  4月10日    第6回 09月04日 

第2回  5月15日  第7回 10月02日  

第3回  6月05日  第8回 12月18日 

第4回  6月18日    第9回 02月05日 

第5回  7月10日     
第1回 8月23日～24日 

第2回 2月25日～26日 

8月 16日～19日 12月26日～28日 

（予定） 

3月21日～23日 

小学6年生を対象と

した卒業式後のキャ

ンプ。小学生最後の

春休みを楽しく過ご

すプログラムです。

友だちとの思い出づ

くりに！ 

8月8日～10日 

春  4月 29日   秋 11月03日   

夏  7月 24日     冬 02月19日 

第1回 05月03日   第4回 10月08日 

第2回 06月25日     第5回 12月17日 

第3回 08月28日    

第1回 05月 21日    第4回 11月19日 

第2回 07月 30日      第5回 01月21日 

第3回 09月 17日      第6回 03月18日 

体験会 
 

第1回 05月01日   第8回 02月12日 

第2回 05月05日     第9回 03月12日 

第3回 07月18日      

第4回 08月11日      

第5回 09月25日 

第6回 10月10日 

第7回 01月09日    

競技大会  

11月23日 春 4月24日  秋 10月23日 

第1回 08月07日   第4回 08月21日 

第2回 08月11日   第5回 08月27日  

第3回 08月14日 

第1回 4月29日AM    第4回 9月17日 

第2回 4月29日PM    第5回 11月23日 

第3回 7月24日     第6回 12月24日 

第1回 7月25日～26日   

第2回 8月26日～27日   

第3回 10月10日～11日 

第4回 11月26日～27日 

     

今日からキャンパー～はじめてのテント泊～ 

テント泊にチャレンジしてみませんか。初めてのキャンプでも安心のテントの設

営や器材の使用方法をスタッフがサポートします。 

 宿泊イベント 

第1回 05月21日～22日 

第2回 07月09日～10日 

第3回 09月18日～19日 

第4回 10月29日～30日 

※正式な日程やイベントの詳細はホームページでご確認ください 

スポーツクライミング体験会・競技大会 



＜キャンプサイトでテント泊＞ 

2020年- 

 

  

 

        自然の家の“旬”な情報をFacebook、Instagramにてご覧いただけます。詳しくは、右のQRコードから。 

TEL： 0475-35-1131  受付時間： 9：00～19：00 

クリック！！ 

千葉市少年自然の家 検索 お問合せ 

新型コロナウイルス感染症対策を行って実施します。なお、今後の状況に

よっては、内容の変更、開催中止の場合もあります。予めご了承ください。 

詳細は、ホームページをご覧ください。 

爽やかな新緑の中、家族で心身共にリフレッシュできるプ

ログラムをラインナップしました。みんなでアクティブな週

末をお過ごし下さい。 （ポークカレー作り・葉っぱをスタン

プにバンダナ作り など） 

対 象 

応募方法 

参 加 費 

対 象 

料 金 

器材・食材全て持ち込みの「キャンプサイト」です。ご家族

で、テント泊のキャンプにチャレンジしてみよう！ 

＜第142回マンスリーウィークエンド＞ 

～フレッシュCAMP！～ 

日 時 

応募締切 

5月7日(土)～8日(日) 
 

4月16日(土)  ※当日必着 
 

3歳以上中学生以下のお子 

様を含むご家族10組程度 

(宿泊棟宿泊：1組1部屋) 

申込方法 

日 程 

対 象 

料 金 

キャンプで使える！家具としてもおしゃれ！なイスとテーブルを作って、早速ゴールデンウィークに使ってみませんか。折

り畳めるので持ち運びにも収納にも便利です。専門講師が直接教えるので、初めて作る方でも簡単です。 

  千葉市民 千葉市民以外 

 大人（高校生以上） 5,540円 6,380円 

 中学生 5,010円 5,310円 

 小学生 4,850円 5,150円 

 未就学児（3～6歳） 4,470円 4,770円 

 乳児（3歳未満）  800円 1,100円 

応募フォームまたは電子メールに必要事項をご 

記入の上、自然の家へ応募してください。 
【必要事項】 

 ①主催事業名 ②住所 ③代表者氏名 ④電話番号  

 ⑤家族数及び各家族の代表者と人数（お子様の学年･年齢） 

 ※グループで応募の場合、②③④は代表家族のみ   

 ※グループは最大8人まで    

 ※メールの送り先はshusai-oubo@chiba-shizen.jp 

 ※応募フォームは、QRコード又は、自然の家ホームページ 

   「第142回マンスリーウィークエンド」内 

【応募フォーム】 

こだわりクラフトワークショップ   

革製ハンティングチェア・折り畳み木製ローテーブル 

どなたでも ※小学生以下は大人同伴必要 
  

ワークショップ基本料金 ＋ 各クラフト料金 
※基本料金は、ホームページの「こだわりクラフトワークショップ」 

 でご確認ください。 
 

電話で申込み（先着順）後、申込書提出またはフォーム送信 
※申込フォームは、QRコード又は、自然の家ホームページ「こだわりクラフトワークショップ」内 

内容 開催日時 申込締切 クラフト料金（税込） 

革製 

ハンティングチェア 

4/29（金祝） 

10：00～12：00 
8,000円/脚  

折り畳み 

木製ローテーブル 

4/29（金祝） 

13：00～15：30 
 8,000円/台 

4/20  

土日祝日 及び 長期休業期間（夏休み等） 

入所日の13：00～退所日の10：00まで  
  

中学生以下のお子様のいるご家族・グループ 
  

電話で申込み（先着順） 
  

1日10区画限定！   （全てフリーサイト） 
  

施設の利用料金 + プログラム料金（1人1泊100円） 

申込方法 

定 員 

＜BBQ体験広場＞ 

自然の中で広々とバーベキューを楽しもう！食材は持ち込

みなので、直前申込みも可能です。 

土日・祝日、夏休み  

 

どなたでも。日帰りや宿泊どちらも可能です。 
  

電話で申込み（先着順） 
  

各部8区画限定！ 
  

第1部 10:00～12:30 

第2部 13:00～15:30 

1部2部通し利用 10:00～15:30 

第3部 16:00～18:30 

(夏休み期間 宿泊利用者のみ) 
 

施設の利用料金 + 区画料金（3,000円～5,000円） 

日 程 

定 員 

対 象 

申込方法 

時 間 

【申込フォーム】 

料 金 


