
緊急時、

■最少催行人員 / 各日出発30名
　 Mコース、Nコース：10名
■添乗員/同行（事務局員が同行いたします。）
■食事（初日の昼はお弁当持参）/
　2泊3日コース：朝2、昼2、夜2
　1泊2日コース：朝1、昼1、夜1　日帰りコース：なし
※参加費に含まれるもの/往復交通費、宿泊費、食費、プログラム
費、消費税、傷害保険etc
※天候その他、現地の諸事情により「安全と健康を第一」に考え、
子供たちに無理なく過ごして頂く為にプログラム内容を変更また
は中止にする場合もございます。

お申し込み / お問い合わせお申し込み / お問い合わせ

〒453-8702
名古屋市中村区平池町4-60-11 中京テレビ本社ビル7階

NPO法人 スクスクスクール事務局

052-571-5505
【対応時間】平日10：00～17：00（土・日・祝日は休業）

各コース、定員に達し次第キャンセル待ちとなります。
参加をご希望の方は、早めのご予約をおすすめします。
Webサイトからもコースの詳細をご覧いただけます。

（予約は電話のみ）
スクスクスクール　　　　        で

http://sukusuku-school.com
検索

バス発着（集合・解散）場所バス発着（集合・解散）場所

栄 /　テレビ塔西側・CTV錦ビル前

豊田/  愛知環状鉄道 新豊田駅東側ロータリー

赤池 /　名鉄地下鉄 赤池駅北
春日井 /　春日井市役所 正面玄関前

ささしまライブ /　ささしまライブ駅の下

NMB JHD ECＡ F G

BB D、FD、F E、GE、G

BB JJ HH

写真ギャラリー

スクスクスクールは
「 食育 」 に力を入れています！

地元の食材で
楽しく、おいしく！

参加者交流
ふれあい会

令和元年 ９月２９日（日）

会場/ 中京テレビ本社ビル
対象/ スクスクスクール 夏休み自然体験教室に参加されたご家族の皆様

自然体験教室を開催後、現地の様子の話や、写真の展示を行います。
その他にも忘れ物コーナー、カウンセラーとの交流会などを催し、お楽しみ抽選
会も行う予定です。 保護者様からのご意見も受付いたします。

初めて参加するお友だちも安心！
※お一人でのご参加をお悩みの方も、お気軽にご出席ください。

令和元年 ６月３０日（日）
A、D～G：ひだ荘川のコース B、C、H～N：その他のコース

内容/ 各コースプログラム、持ち物など説明、
　　   事務局及びカウンセラー紹介、カウンセラーと遊ぼう、Q&A
会場/ 中京テレビ本社ビル
あおなみ線「ささしまライブ」駅下車徒歩１分、名古屋駅方面 笹島交差点から徒歩１０分。
※お願い：会場には無料駐車場はございません。なるべく公共交通機関をご利用ください。

全ての行程において、大学生ボランティア団体のJ.R.Aを中心とするキャンプカウンセラー・
レクリエーションリーダーが子ども達と一緒に寝食を共にし、２４時間体制でサポートいたしま
す。（お子様１０名前後に１人の割合で担当）メンバーは通年を通じて様々な研修を行ってお
り、子供たちと活動することをとても楽しみにしています。

全ての行程において事務局員が引率します。事務局員は日本赤十字社救急法など豊富な知
識と十数年の経験を積み、お子様の安全と健康を第一にプログラムを管理・運営いたします。

各地域の特色を生かした環境・食育・職業体験に関するプログラムを導入しています。
また、「地産地消」を心掛け地域の食材を利用したメニューを選んでいます。

大自然の中でのびのびと遊びながら学び、学びながら遊ぶ大自然の中でのびのびと遊びながら学び、学びながら遊ぶ
実際の体験を通じて

創造性や感性を育もう！

実際の体験を通じて

創造性や感性を育もう！

１１    新しい出会いを大切にし
 一緒に生活することで

自主性・協調性・社会性を育もう！

   新しい出会いを大切にし
 一緒に生活することで

自主性・協調性・社会性を育もう！

２２ 自然を体感することで
環境の大切さや食べ物への

感謝の気持ちを育もう！

自然を体感することで
環境の大切さや食べ物への

感謝の気持ちを育もう！

３３

基 本 方 針基 本 方 針

ぼうけん

今年の夏は冒険しよう！
A ひだ荘川初めてのお泊り体験
A ひだ荘川初めてのお泊り体験

自然体験教室で
キャンプや川遊び、バーベキュー！

いろ～んな体験をして
いっぱい友達ができたよー！

夏休みの
楽しい思い出と成長！

小・中学生の今だからこそ
参加しよう！

みんなで力を合わせて、ごはんを作ったよ。

やさいを切って、お米もたいて。できたごはんはおいしかった！

野外炊飯野外炊飯

自分たちで大きなテントをはったよー！夜になったらみんなで横になってねむるんだ！

テント泊/  B、Jテント泊/  B、J
マキをわって火をつけて、はじめてドラム缶風呂に入ったよー！ とってもあったかくて気もちい～！

ドラム缶風呂/  Gドラム缶風呂/  G

ぐるぐるバルーンに入って、ころがしてあそんだよ。

横になって坂をころがったり、おもしろーい！

ぐるぐるバルーン/  Bぐるぐるバルーン/  B

すごいなぁ、どこを見てもきれいなミドリだよ！

みんなでキャンプして、夜はお空いっぱいの星を見たよ！

野外体験野外体験

きれいな白馬に乗ったよー！ たかーい！！ちょっとこわかったけど、とっても楽しかった！

乗馬体験/  J乗馬体験/  J

元気な
お友だち
大集合！

元気な
お友だち
大集合！

小・中学生対象児童教育事業小・中学生対象児童教育事業
自立心と好奇心が芽生える子どもたちの、はじめの一歩を応援します。自立心と好奇心が芽生える子どもたちの、はじめの一歩を応援します。

愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、名古屋市教育委員会、春日井市教育委員会、みよし市教育委員会、長久手教育委員会、刈谷市教育委員会、知立市教育委員会、
豊明市教育委員会、東郷町教育委員会、東浦町教育委員会、豊田市教育委員会、長野県：白馬村教育委員会、長和町教育委員会、大町市教育委員会、
岐阜県：高山市教育委員会、郡上市教育委員会、三重県：津市教育委員会、中京テレビ放送(株)、読売新聞社中部支社、TSBテレビ信州 （順不同）

後 

援
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7月 ８月

８月

２０日（土） １日（木）３１日（水）３０日（火）２８日（日）２７日（土）２６日（金）２２日～２５日２１日（日） ７日（水）６日（火）５日（月）４日（日）３日（土）２日（金）

８日（木） ２３日（金）２２日（木）２１日（水）２０日（火）１９日（月）１８日（日）１０日（土）９日（金） ２９日（木）２８日（水）２７日（火）

２９日（月）

１１日～１７日 ２４日～２６日

N クワガタ・カブトムシの
昆虫探検隊
クワガタ・カブトムシの
昆虫探検隊M セントレア空港探検隊＆

めんたいパーク見学
セントレア空港探検隊＆
めんたいパーク見学 B 白馬アルプスアスレチックキャンプ白馬アルプスアスレチックキャンプ

J 信州牧場ふれあいキャンプ信州牧場ふれあいキャンプH 美杉リゾートウォーターパーク＆オリジナルパン作り教室美杉リゾートウォーターパーク＆オリジナルパン作り教室
D ひだ荘川チャレンジキャンプひだ荘川チャレンジキャンプE ひだ荘川アウトドアキャンプひだ荘川アウトドアキャンプ

C 郡上フォレスト＆リバーキャンプ郡上フォレスト＆リバーキャンプＡ ひだ荘川初めてのお泊まり体験ひだ荘川初めてのお泊まり体験

冬冬のスクスクスクールも
お楽しみに！

冬は
スキーだよ！

F ひだ荘川チャレンジキャンプひだ荘川チャレンジキャンプG ひだ荘川アウトドアキャンプひだ荘川アウトドアキャンプ

クワガタ・カブトムシの昆虫探検隊クワガタ・カブトムシの昆虫探検隊
こんちゅう たんけんたいこんちゅう たんけんたい

N

生態（せいたい）を学ぼう
昆虫観察（こんちゅうかんさつ）

イメージイメージ

７月３０日（火）
岐阜県岐阜市日野北
（くわがた村）

小学２年生～中学３年生

昆虫採集の達人と山の中を歩き、昆虫についてたっぷり学ぶ！  クワガタやカブトムシを捕まえて帰ろう！昆虫採集の達人と山の中を歩き、昆虫についてたっぷり学ぶ！  クワガタやカブトムシを捕まえて帰ろう！
こんちゅう さいしゅ やま なか ある こんちゅう まな つか かえこんちゅう さいしゅ やまたつじんたつじん なか ある こんちゅう まな つか かえ

日帰り
コース
日帰り
コース

NEW！
特別企画特別企画

８,９００円
昆虫すもう大会、昆虫採集ハイキングなど

中部国際空港株式会社　提供
中部国際空港株式会社　提供

セントレア滑走路バス乗車見学

中部国際空港株式会社　提供
中部国際空港株式会社　提供

とくべつな場所から飛行機を見よう！セントレア航空館内ツアー、フライトオブドリーム見学など

普段は入れない場所や設備について学び、身近な食物についての知識も深めよう！普段は入れない場所や設備について学び、身近な食物についての知識も深めよう！
ふだん はい ばしょ せつび まな みぢか しょくもつ ちしき ふかふだん はい ばしょ せつび まな みぢか しょくもつ ちしき ふか

セントレア空港探検隊＆めんたいパーク見学セントレア空港探検隊＆めんたいパーク見学
たんけんたい けんがくたんけんたいくうこうくうこう けんがく

M
７月２６日（金）
愛知県常滑市
（セントレア[中部国際空港]、
  めいたいパーク）

小学２年生～中学３年生
日帰り
コース
日帰り
コース

NEW！
２０名限定！２０名限定！

１０,９００円

しょうかわしょうかわ

ひだ荘川アウトドアキャンプひだ荘川アウトドアキャンプＥ/Ｇ

野外炊飯（やがいすいはん）４食！外でたくさん料理をしたよ！ 自分たちでメニューを考えて、
みんなで力を合わせて作ったごはんはとってもおいしいね！

キャンプファイアー
夜になったらお空いっぱいの星の下でファイアー！

みんなでおどって歌って、夜ってこんなに楽しいんだ！

まきわり
ナタを使ってまきわり！パカーンッてわれてきもちいー！

Eコース/シャワークライミング（川のぼり）
天然のウォータースライダーは大迫力！ 岩場に流れる川で
プカプカういたり、高い所から水にバシャーンッと飛びこもう！

【食育メニュー】
創作料理、地元食材バーベキュー、牛乳パックホットドック、牛乳を使ったデザート、100％荘川産そばむぎを使ったそば
【食育メニュー】
創作料理、地元食材バーベキュー、牛乳パックホットドック、牛乳を使ったデザート、100％荘川産そばむぎを使ったそば

そば打ち体験、ドラム缶風呂、
バーベキュー、クラフト自然工作、
川遊び、星空観察など

上級者
コース
上級者
コース Eコース/  ８月８日（木）～１０日（土） ３４,９００円

Gコース/  ８月１８日（日）～２０日（火） ３０,９００円
岐阜県高山市荘川町（一色の森キャンプ場、EコースのみOD-FARM荘川）２泊３日（バンガロー２泊）

（シャワークライミングはございません）
キャンプに慣れてきた子へ
もっと楽しめる内容をご用意！
小学生も中学生も大歓迎！

小学３年生～中学３年生

自然の中で楽しみながら、様々なものを自分たちで考えて作り出す上級者キャンプ自然の中で楽しみながら、様々なものを自分たちで考えて作り出す上級者キャンプ
しぜん なか たの さまざま じぶん つく だ じょうきゅうしゃしぜん なか たの さまざま じぶん つくかんがかんが だ じょうきゅうしゃ

キャンプレベルキャンプレベル

しょうかわしょうかわ

ひだ荘川チャレンジキャンプひだ荘川チャレンジキャンプＤ/Ｆ

大なべで野外炊飯（すいはん）

とっても大きななべで、全員分のカレーを作ったよ！

竹のヘラを使って、みんなで順番にこげないようまぜたんだ！

そば打ち体験
荘川そばむぎで、自分でそばを作って食べた！こねてのばして、切ってゆでて、いただきます！

【食育メニュー】　自家製野菜のつけもの、
牛丼、100％荘川産そばむぎを使ったそば
【食育メニュー】　自家製野菜のつけもの、
牛丼、100％荘川産そばむぎを使ったそば

野菜（トウモロコシ）収穫、
川遊び、キャンプファイアーなど

３１,９００円岐阜県高山市荘川町
（一色地区、一色の森キャンプ場）

２泊３日（民宿２泊「忠一郎」）

小学２年生～小学６年生小学２年生～小学６年生

キャンプ入門編！ 新しいお友だちと一緒に川遊びや野外炊飯、民宿に泊まる野外体験キャンプ入門編！ 新しいお友だちと一緒に川遊びや野外炊飯、民宿に泊まる野外体験
にゅうもんへん あたら とも いっしょ かわあそ やがい やがい たいけんすいはん みんしゅく とまにゅうもんへん あたら とも いっしょ かわあそ やがい やがい たいけんすいはん みんしゅく とま

キャンプレベルキャンプレベル

Dコース/  ８月８日（木）～１０日（土）
Fコース/  ８月１８日（日）～２０日（火）

山の形のマシュマロドームあそび

あずみの公園でふわふわ大きなトランポリンでジャンプ！

てっぺんからころがったり、おしりでとんだり楽しいな！

ミニ列車に乗車体験Hakuba47で、みんなでいっしょに列車に乗車！こんなに小さな列車に乗ったのは初めてだ！

【食育メニュー】　地元食材バーベキュー、
スプーン・ナイフ・フォークを使い夕食・朝食をいただく
【食育メニュー】　地元食材バーベキュー、
スプーン・ナイフ・フォークを使い夕食・朝食をいただく

８人乗りゴンドラ乗車、
野外炊飯、川遊びなど

８月１日（木）～３日（土）

３３,９００円

長野県北安曇郡
  白馬村（Ｈａｋｕｂａ４７マウンテンスポーツパーク）、
  大町市（国営アルプス
　　　　  あづみの公園）

２泊３日（テント１泊、ペンション１泊「南十字星」「マリオネット」）

小学２年生～中学３年生小学２年生～中学３年生

北アルプスの大自然の中で、いっぱい体を動かしながら野外体験＆キャンプ北アルプスの大自然の中で、いっぱい体を動かしながら野外体験＆キャンプ
きた だいしぜん なか からだ うご やがい たいけんきた だいしぜん なか からだ うご やがい たいけん

キャンプレベルキャンプレベル

白馬アルプスアスレチックキャンプ白馬アルプスアスレチックキャンプ
はくばはくば

B

信州・牧場ふれあいキャンプ信州・牧場ふれあいキャンプ
ぼくじょうしんしゅう ぼくじょうしんしゅう

J

獲れたてじゃがいものふかしイモじゃがいもをたーっくさん掘ったよ！ きれいに洗ってアツアツにふかしたら、手作りバターをかけて、いただきます！

牛の乳しぼり体験
さわったら温かかったよ。うまくしぼれなかったけど

教えてもらったら、お乳がピューッて出たよ！

トラクターに乗車体験
とっても大きなトラクターに乗って走ったよ！ ガタガタゆれてスリル満点だったー！ タイヤと身長が同じでビックリしちゃった！

【食育メニュー】
収穫した高原野菜で野外炊飯、牧場牛乳
【食育メニュー】
収穫した高原野菜で野外炊飯、牧場牛乳

乗馬、動物とふれあい体験、バター作り教室、
クラフト自然工作、野外炊飯、水遊び、星空観察など

８月２７日（火）～２９日（木）

３５,９００円 長野県小県郡長和町（鷹山ファミリー牧場）

２泊３日（テント１泊、ペンション１泊「ジョイハウス」他同クラス宿）

小学２年生～中学３年生小学２年生～中学３年生

牛の乳しぼりなどの、動物ふれあい牧場体験と食育キャンプ牛の乳しぼりなどの、動物ふれあい牧場体験と食育キャンプ
うし ちち どうぶつ ぼくじょう たいけん しょくいくうし ちち どうぶつ ぼくじょう たいけん しょくいく

キャンプレベルキャンプレベル

ふれあい
コース

ふれあい
コース

レクリエーションでお友だち作りみんなで何かを作ったり、体をうごかしてあそんだり、力を合わせて色 し々たら、たくさんお友だちができてた！

プールあそび
ウキワにすわって、ウォータースライダーでシューッ！

友だちと泳いだり、流れたり、うかんだり…たのしいー！

オリジナルパン作り教室
生地をこねて、好きな形のパンを作ったよ！ウサギ、犬、お母さんのかおを作ってる子もいて、すごいなぁ。

【食育メニュー】
ビュッフェ（朝食・夕食）、パン作り
【食育メニュー】
ビュッフェ（朝食・夕食）、パン作り

工場見学、火の谷温泉へ入浴、
クラフト自然工作、星空観察など

８月２１日（水）～２３日（金）

３３,９００円 三重県津市美杉町（美杉リゾート・ウォーターパーク）

２泊３日（ホテル２泊「美杉リゾートホテルＡＮＮＥＸの大部屋タイプ」）

小学２年生～中学３年生小学２年生～中学３年生

美杉町の自然を感じながら、ウォーターパークでお友だち作りと食育体験美杉町の自然を感じながら、ウォーターパークでお友だち作りと食育体験
ともみすぎちょう しぜん かん づく しょくいくたいけんみすぎちょう しぜん かん とも づく しょくいくたいけん

キャンプレベルキャンプレベル

大人気
コース
大人気
コース

美杉リゾートウォーターパーク＆オリジナルパン作り美杉リゾートウォーターパーク＆オリジナルパン作り
みすぎみすぎ づくづく

H

食品サンプル作り教室すごい！ サンプルってこうやって作るんだ！先生みたいに本物そっくりなサンプルを作れるかな？

①ツリークライミング
ロープを使って木のぼり！ 体の使い方がむずかしい…。

こんなに高いところまで自力でのぼることができたよ！
②リバーラフティング（ライフジャケット着用）ボートに乗って、いきおいよく川を下るよ！水しぶきを浴びて、スリルいっぱいで、つい笑っちゃう！

【食育メニュー】 
奥美濃カレー、創作料理、明宝ハム特製弁当
【食育メニュー】 
奥美濃カレー、創作料理、明宝ハム特製弁当

明宝ハム工場見学、川・プール遊び、バーベキュー、
野外炊飯、キャンプファイアーなど

８月５日（月）～７日（水）

３１,９００円

３３,９００円

岐阜県郡上市八幡町（郡上八幡自然園、さんぷる工房、明宝ハム工場、明宝地区）
２泊３日（バンガロー２泊）

ツリークライミング＆川遊び

リバーラフティング

①小学１年生～小学６年生①小学１年生～小学６年生
おすすめ
コース
おすすめ
コース ②小学４年生～中学３年生②小学４年生～中学３年生

長良川に隣接した自然豊かな森と川での楽しい野外体験と、工場見学長良川に隣接した自然豊かな森と川での楽しい野外体験と、工場見学
ながらがわ りんせつ しぜん ゆた もり かわ やがい たいけんながらがわ りんせつ しぜん ゆた もり かわ やがいたのたの たいけん こうじょうけんがくこうじょうけんがく

キャンプレベルキャンプレベル
②②②①

郡上フォレスト＆リバーキャンプ郡上フォレスト＆リバーキャンプ
ぐじょうぐじょう

C

君が選ぶのは森と川
さあ、どっちかな？

（２日目は選択プログラム）

スイカわり
今年からはじめたよー！ 右、右、ちょっと左！声をかけ合って、上手にスイカをわれるかな？

イメージイメージ

トウモロコシ収穫（しゅうかく）
とれたてのトウモロコシはサトウみたいにあま～い！

おみやげに持って帰って、お父さんたちにも食べてもらおう！

川あそび
つめたくて気もちい～い！ 水をかけ合ってあそんだ！川で追いかけっこすると、足がおもくてふしぎだなぁ。

【食育メニュー】
朴葉（ほうば）めし、バームクーヘン作り
【食育メニュー】
朴葉（ほうば）めし、バームクーヘン作り

じゃがいも掘り、クラフト自然工作、ミニ
ハイキング、星空観察など

７月２０日（土）～２１日（日）

２０,９００円 岐阜県高山市荘川町（一色地区、一色の森キャンプ場）
１泊２日（民宿１泊「忠一郎」）

小学１年生～小学２年生小学１年生～小学２年生
初めて限定
コース

初めて限定
コース

楽しいおためし体験、初めてのお泊り！ 新しいお友だちがたくさん！楽しいおためし体験、初めてのお泊り！ 新しいお友だちがたくさん！
たの たいけん はじ とま あたら ともたの たいけん はじ とま あたら とも

キャンプレベルキャンプレベル

ひだ荘川初めてのお泊り体験ひだ荘川初めてのお泊り体験
しょうかわ とま たいけんしょうかわ はじはじ とま たいけん

Ａ



緊急時、

■最少催行人員 / 各日出発30名
　 Mコース、Nコース：10名
■添乗員/同行（事務局員が同行いたします。）
■食事（初日の昼はお弁当持参）/
　2泊3日コース：朝2、昼2、夜2
　1泊2日コース：朝1、昼1、夜1　日帰りコース：なし
※参加費に含まれるもの/往復交通費、宿泊費、食費、プログラム
費、消費税、傷害保険etc
※天候その他、現地の諸事情により「安全と健康を第一」に考え、
子供たちに無理なく過ごして頂く為にプログラム内容を変更また
は中止にする場合もございます。

お申し込み / お問い合わせお申し込み / お問い合わせ

〒453-8702
名古屋市中村区平池町4-60-11 中京テレビ本社ビル7階

NPO法人 スクスクスクール事務局

052-571-5505
【対応時間】平日10：00～17：00（土・日・祝日は休業）

各コース、定員に達し次第キャンセル待ちとなります。
参加をご希望の方は、早めのご予約をおすすめします。
Webサイトからもコースの詳細をご覧いただけます。

（予約は電話のみ）
スクスクスクール　　　　        で

http://sukusuku-school.com
検索

バス発着（集合・解散）場所バス発着（集合・解散）場所

栄 /　テレビ塔西側・CTV錦ビル前

豊田/  愛知環状鉄道 新豊田駅東側ロータリー

赤池 /　名鉄地下鉄 赤池駅北
春日井 /　春日井市役所 正面玄関前

ささしまライブ /　ささしまライブ駅の下

NMB JHD ECＡ F G

BB D、FD、F E、GE、G

BB JJ HH

写真ギャラリー

スクスクスクールは
「 食育 」 に力を入れています！

地元の食材で
楽しく、おいしく！

参加者交流
ふれあい会

令和元年 ９月２９日（日）

会場/ 中京テレビ本社ビル
対象/ スクスクスクール 夏休み自然体験教室に参加されたご家族の皆様

自然体験教室を開催後、現地の様子の話や、写真の展示を行います。
その他にも忘れ物コーナー、カウンセラーとの交流会などを催し、お楽しみ抽選
会も行う予定です。 保護者様からのご意見も受付いたします。

初めて参加するお友だちも安心！
※お一人でのご参加をお悩みの方も、お気軽にご出席ください。

令和元年 ６月３０日（日）
A、D～G：ひだ荘川のコース B、C、H～N：その他のコース

内容/ 各コースプログラム、持ち物など説明、
　　   事務局及びカウンセラー紹介、カウンセラーと遊ぼう、Q&A
会場/ 中京テレビ本社ビル
あおなみ線「ささしまライブ」駅下車徒歩１分、名古屋駅方面 笹島交差点から徒歩１０分。
※お願い：会場には無料駐車場はございません。なるべく公共交通機関をご利用ください。

全ての行程において、大学生ボランティア団体のJ.R.Aを中心とするキャンプカウンセラー・
レクリエーションリーダーが子ども達と一緒に寝食を共にし、２４時間体制でサポートいたしま
す。（お子様１０名前後に１人の割合で担当）メンバーは通年を通じて様々な研修を行ってお
り、子供たちと活動することをとても楽しみにしています。

全ての行程において事務局員が引率します。事務局員は日本赤十字社救急法など豊富な知
識と十数年の経験を積み、お子様の安全と健康を第一にプログラムを管理・運営いたします。

各地域の特色を生かした環境・食育・職業体験に関するプログラムを導入しています。
また、「地産地消」を心掛け地域の食材を利用したメニューを選んでいます。

大自然の中でのびのびと遊びながら学び、学びながら遊ぶ大自然の中でのびのびと遊びながら学び、学びながら遊ぶ
実際の体験を通じて

創造性や感性を育もう！

実際の体験を通じて

創造性や感性を育もう！

１１    新しい出会いを大切にし
 一緒に生活することで

自主性・協調性・社会性を育もう！

   新しい出会いを大切にし
 一緒に生活することで

自主性・協調性・社会性を育もう！

２２ 自然を体感することで
環境の大切さや食べ物への

感謝の気持ちを育もう！

自然を体感することで
環境の大切さや食べ物への

感謝の気持ちを育もう！

３３

基 本 方 針基 本 方 針

ぼうけん

今年の夏は冒険しよう！
A ひだ荘川初めてのお泊り体験
A ひだ荘川初めてのお泊り体験

自然体験教室で
キャンプや川遊び、バーベキュー！

いろ～んな体験をして
いっぱい友達ができたよー！

夏休みの
楽しい思い出と成長！

小・中学生の今だからこそ
参加しよう！

みんなで力を合わせて、ごはんを作ったよ。

やさいを切って、お米もたいて。できたごはんはおいしかった！

野外炊飯野外炊飯

自分たちで大きなテントをはったよー！夜になったらみんなで横になってねむるんだ！

テント泊/  B、Jテント泊/  B、J
マキをわって火をつけて、はじめてドラム缶風呂に入ったよー！ とってもあったかくて気もちい～！

ドラム缶風呂/  Gドラム缶風呂/  G

ぐるぐるバルーンに入って、ころがしてあそんだよ。

横になって坂をころがったり、おもしろーい！

ぐるぐるバルーン/  Bぐるぐるバルーン/  B

すごいなぁ、どこを見てもきれいなミドリだよ！

みんなでキャンプして、夜はお空いっぱいの星を見たよ！

野外体験野外体験

きれいな白馬に乗ったよー！ たかーい！！ちょっとこわかったけど、とっても楽しかった！

乗馬体験/  J乗馬体験/  J

元気な
お友だち
大集合！

元気な
お友だち
大集合！

小・中学生対象児童教育事業小・中学生対象児童教育事業
自立心と好奇心が芽生える子どもたちの、はじめの一歩を応援します。自立心と好奇心が芽生える子どもたちの、はじめの一歩を応援します。

愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、名古屋市教育委員会、春日井市教育委員会、みよし市教育委員会、長久手教育委員会、刈谷市教育委員会、知立市教育委員会、
豊明市教育委員会、東郷町教育委員会、東浦町教育委員会、豊田市教育委員会、長野県：白馬村教育委員会、長和町教育委員会、大町市教育委員会、
岐阜県：高山市教育委員会、郡上市教育委員会、三重県：津市教育委員会、中京テレビ放送(株)、読売新聞社中部支社、TSBテレビ信州 （順不同）

後 

援
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