Ａ. はじめてのキャンプ（１泊２日）
お父さんお母さんから離れて、初めてキャンプする子どもたち、集まれ～！今年はおたる自然
の村で１泊のキャンプを体験しましょう。まずは、はじめて出会うリーダーのおにいさん、おね
えさんたちと一緒にゲームを楽しみます。ひとりでドキドキしながら参加する子もすぐ笑顔にな
りますよ！このコースでは、テントを立てたり、食事をつくったり、川で遊んだり、同じ班のと
もだちと共に遊びながら、日常とは違う場所・仲間との生活を楽しむことを大切にしています。
自分たちで設営したテントに泊まります。力を合わせて、楽しいキャンプにしましょう！
【日 程】令和２年７月２３日（木・祝）
～２４日（金・祝）１泊２日
【対 象】年長児～小学生、中学生 ２２名
【会 場】おたる自然の村、望洋ヴィレッジ教室、朝里川、他
【宿 泊】おたる自然の村キャンプ場（テント泊）
※テントの定員は、半数以下で宿泊します。
※荒天時は自然教育促進会本部教室にて室内泊を予定しています。
【現地連絡先】①０８０－３３４７－２４４０（中村）
②０９０－５０７７－６６３２（安原）＜①、②･･･実施期間のみ使用＞
【内容】＊天候、状況に応じてプログラム内容を変更する場合があります。予めご了承下さい。
日 程
主なプログラム
日 程
主なプログラム
<１日目>
9:40 望洋ヴィレッジ教室着
<２日目>
6:30 起床、清掃、荷物整理
時間は
開校式・ともだちづくりゲーム 時間は
8:00 朝食
目安です。
川あそび
目安です。 10:00 テント撤収、森たんけん
12:00 昼食
12:00 流しソーメン
13：00 テント設営体験（自然の村）
(望洋ヴィレッジ)
14:00 入浴タイム（おこばち山荘）
13:00 絵日記タイム
16:00 野外おやつクッキング
14:00 閉校式、キャンプのまとめ
18:00 ＢＢＱパーティー
15:30 バス出発
19:30 ナイトウォーク
星空ｳｫｯﾁﾝｸﾞ
21:00 一日のまとめ・就寝

【メ

モ】

＜服装について（野外活動全般）＞
野外活動では、蚊が発生する事があります。長袖、長ズボンなど用意し、首周りも含め、皮膚
をなるべく露出しないように、ご家庭にある衣服を工夫してください。寝るときは、パジャマに
着替えなくてもＯＫです。ジャージやスウェットなど楽な衣服で寝袋を使って寝てみましょう。
＜服装について（川遊び）＞※予め、服の下に水着を着用の上、集合してください。
朝里川で遊びます。ウォーターシューズをはき、水着の上にジャージ長袖・長ズボンを着て、
当方から貸し出すライフジャケットを身に付けて遊びます。水からあがった後は、状況により、
かかと付きサンダルを履きます。

Ｂ. 川あそびキャンプ（１泊２日）
この時期、川では、たくさんの生き物が元気に動いていたりする姿を見ることができます。川
の中をのぞくとヤマメ、ウグイ、ドジョウ、モクズガニ、スジエビ、水生昆虫などなど・・・。
さぁ、ドキドキワクワクの川遊びへレッツゴー！1 日目は川の生物と触れ合うことをテーマにし
て、2 日目は川で思いっきり体を動かして、泳いだり飛び込んだりする豪快な遊びをテーマにし
て活動します。2 日間とも、この時期ならではの貴重な川遊びです。お楽しみに・・・。ドキド
キわくわくのキャンプ！お楽しみに。
【日
【対
【会

程】令和２年７月２５日（土）～７月２６日（日）１泊２日
象】年長児～中学生 ２２名
場】古平川 ※川の状況で会場を変更する場合があります。

【宿

泊】余市エコビレッジでテント泊
※テント泊は、定員の半数以下で宿泊します。
※荒天時は望洋ヴィレッジ教室にて室内泊を予定しています。
【現地連絡先】①０８０－３３４７－２４４０（中村）
②０９０－５０７７－６６３２（安原）＜①、②･･･実施期間のみ使用＞
【内容】＊天候、状況に応じてプログラム内容を変更する場合があります。予めご了承下さい。
日 程
主なプログラム
日 程
主なプログラム
<1 日目>
10:30 古平着、開校式
<2 日目>
6:00 起床、あとかたづけ
時間は目
仲間づくりゲーム
時間は目安 7:00 朝食
安です。 12:00 昼食
です。
8:30 小樽へ移動
13:00 豪快に川あそび！
10:00 川の生物観察（朝里川）
・かっぱの川流れ体験
12:00 昼食
・シュノーケリング体験 他
13:00 自由時間
16:30 温泉入浴タイム
キャンプのまとめ
18:00 ウェルカムパーティー
15:00 バス出発
20:00 キャンプのまとめ
21:00 就寝
【メ

モ】

・服装･･･日暮れ頃、蚊が発生します。長袖、長ズボンなど用
意し、首周りも含め、皮膚をなるべく露出しないよう
に、ご家庭にある衣服を工夫してください。
・川遊び･･･服装は、水着の上に、長袖・長ズボンのジャージを着て、ライフジャケット・ヘル
メットを着用します。靴を履いたまま行います。（この際の靴はウォーターシューズを
お勧めします。水上に上がってからは、かかとにベルトがあるサンダルをお勧め）を準
備しましょう。メガネの子は、活動中、川に落とさぬように輪ゴムなどを工夫してスト
ラップを付けましょう。水中メガネ・シュノーケル使用希望者は持参してください。
※予め、服の下に水着を着用の上、集合してください。
・川の生物観察…1 日目に使用した長袖・長ズボンのジャージを手洗い・脱水・乾燥させたもの
を着用します。帽子と軍手も着用して、川の生物を採取して観察してみましょう。

Ｃ. 化石キャンプ（１泊２日）
化石をテーマに１泊２日思いきり遊びます。まずは仲間づくりゲームで緊張を解きほぐしまし
ょう。昼食後は早速、化石採取へレッツゴー！宿泊会場の近くを流れる添別川で貝化石を採取し
ます。持参した箱のサイズを考えて大きな化石、小さな化石など掘りましょう！化石採取が終わ
った子は川遊びです。川の中を覗き込んだり、魚とりをしたり、もう楽しくってたまらない川遊
びの時間です。静か～にプカプカと川を流れていくと、モクズガニ、シマエビ、魚（ウグイ、ヤ
マメ）などが観察できますよ！夏ならではの自然体験を楽しみましょう。
【日 程】令和２年８月１日（土）～２日（日）１泊２日
【対 象】年長児～小学生、中学生 ２２名
【会 場】黒松内町添別地区、添別川
【宿 泊】添別ミニビジターセンター（テント泊または室内泊）
※テント泊は定員の半数以下です。
【現地連絡先】①０８０－３３４７－２４４０（中村）
②０９０－５０７７－６６３２（安原）
＜①、②･･･実施期間のみ使用＞
【内容】＊天候、状況に応じてプログラムを変更する場合があります。予めご了承下さい。
日 程
主なプログラム
日 程
主なプログラム
<２日目>
<１日目> 11:30 黒松内着
6:00 起床
時
間
は
目
時間は目
開校式・仲間づくりゲーム
8:00 朝食
安です。
安です。 12:30 昼食
9:30 貝化石標本箱づくり
14:00 貝化石採取体験
12:00 昼食
17:00 温泉入浴
13:00 キャンプのまとめ
18:30 夕食
14:00 バス出発
19:30 一日のまとめ
20:30 就寝
【メ モ】
・服装･･･日暮れ頃、蚊が発生します。長袖、長ズボンなど用意し、首周りも含め、皮膚を
なるべく露出しないように、ご家庭にある衣服を工夫してください。
・化石採取･･･百万年前は海だった場所が今は川になっています。その歴史を感じながら貝化石
を採取します。また、流れている川で川遊びをします。当方のライフジャケットを身に着けて活
動します。川での活動は、虫刺され・ケガ予防のために、長袖・長ズボンで活動します。水中メ
ガネ・シュノーケルを使用したい方は持参してください。
・持ち物についての補足・・・年長～低学年（２年生まで）の方向けに、タガネ・ハンマーを当
方で用意します。３年生以上は自分のものを用意して、道具を大
切にしながら当日を楽しみにしていてください。
名前を記入するかシールを貼るなどしておきましょう！

Ｄ. プログラミング＆科学キャンプ

（１泊２日）

１泊２日のプログラミング＆科学キャンプ。会場は、そくしん会本部教室です。皆で磯遊びをして海の
生き物たちと触れ合った後、２班に分かれて進みます。プログラミングは、触れ合った海の生き物たち
を思い出しながら、Scratch を使ったミニゲーム作りに取り組みます。また、2 日目の micro:bit の導入も
行います。2 日目は micro:bit を使って、海の生き物を模した電子工作づくりにチャレンジしましょう。作っ
た作品は持ち帰ることができますよ。
科学はペットボトルロケットとミニ熱気球です。１日目、各班で作成し２日目、それらを飛ばします。遠
くへ高く飛ばすための工夫が必要です。グループでよく話し合い最高のロケットと気球を作成してくださ
い。たくさんの元気な笑顔に出会える事を心より楽しみにしております。
【日 程】 令和２年８月８日（土）～９日（日）１泊２日
【対 象】 小学３年生～小学６年生 ２２名
【会 場】 望洋ヴィレッジ教室（小樽市望洋台２）、望洋東公園、東小樽海岸
【宿 泊】 望洋ヴィレッジ教室で室内泊
【現地連絡先】①０８０－３３４７－２４４０（中村）
②０９０－５０７７－６６３２（安原）
＜①、②･･･実施期間のみ使用＞
【内容】＊天候、状況に応じてプログラムを変更する場合があります。予めご了承下さい。
日 程
主なプログラム
日 程
主なプログラム
10:00 自然教育促進会着
<２日目>
<１日目>
6:30 起床
開校式・仲間づくりゲーム
時
間
は
目
時間は目
8:00 朝食
磯遊び（東小樽海岸）
安です。
安です。
9:30
12:00 昼食（望洋ヴィレッジ）
13:00
Ａチーム：Scratch で海のゲーム作り
Ｂチーム：ペットボトルロケット＆
ミニ熱気球づくり
15:00
Ａチーム：ペットボトルロケット＆
ミニ熱気球づくり
Ｂチーム：Scratch で海のゲーム作り
17:00 休憩、夕食準備
18:00 夕食
19:00 後片付け、休憩、一日のまとめ
19:30 グループ発表会
21:00 就寝

Ａチーム：ペットボトルロケットと熱気球
を飛ばそう！
Ｂチーム：micro:bit を使った電子工作
11：00
Ａチーム：micro:bit を使った電子工作
Ｂチーム：ペットボトルロケットと熱気球
を飛ばそう！

12:30 昼食
14:30 キャンプのまとめ
15:30 バス出発

【メ モ】
・磯遊び･･･カニを捕まえたり、魚を釣ったり、石の小さな生き物たちを探して一緒に遊びます。ウォー
ターシューズをはき、水着の上にジャージ長袖・長ズボンを着て、当方から貸し出すラ
イフジャケットを身に着けて遊びます。水からあがった後は、状況により、かかと付き
サンダルを履きます。また、望洋ヴィレッジにて、足下を水洗いします。
・作品について・・・プログラミングで作った作品は持ち帰ることができます（micro:bit）。
科学の作品は持ち帰ることができません。体験することを楽しんでください。

Ｅ. 海あそびキャンプ （２泊３日）
夏といえば海！「たくさんの友達をつくること」「海でおもいっきり遊ぶこと」を目標にした
キャンプです。まずは、海に慣れ、海を感じてみましょう。
１日目は、まず海での活動に慣れる為、磯遊びから始め、マスクをして海の中を覗いてみま
しょう。そして、２日目は、シュノーケリング体験など海遊び満喫の１日です。最終日はキャ
ンプのまとめとして出会った海の生物たちのシートをつくってみましょう。この夏、思いっき
り『海の子』になりましょう！
【日 程】令和２年８月１０日（月）～８月１２日（水）２泊３日
【対 象】年長児～小学生、中学生 ２２名
【会 場】東小樽海岸、おたる自然の村 他
【宿 泊】おたる自然の村キャンプ場（テント泊）
※テント泊は定員の半数以下で宿泊します。
※荒天時は望洋ヴィレッジ教室にて室内泊を予定しています。
【現地連絡先】①０８０－３３４７－２４４０（中村）
②０９０－５０７７－６６３２（安原）＜①、②･･･実施期間のみ使用＞
【内容】＊天候、状況に応じてプログラム内容や会場を変更する場合があります。予めご了承下さい。
日 程
主なプログラム
日 程
主なプログラム
<１日目>
9:30 そくしん会本部教室着
<２日目>
6:30 起床、朝食
時間は目
開校式、仲間づくりゲーム
時間は目安 9:30 ニッパーボード体験
安です。 11:30 昼食
です。
シュノーケリング体験
13:30 磯あそび
13:00 流しソーメンタイム
16:30 温泉入浴タイム
15:00 温泉入浴タイム
18:30 ウェルカムパーティー
ファイナルパーティー・夕食
21:00 キャンプのまとめ、就寝
21:00 キャンプのまとめ、就寝
<３日目> 6:30 起床
時間は目 7:00 朝食、清掃
安です。 9:00 海の生物シート
＆海のクラフトタイム
12:00 昼食、あとかたづけ
13:00 自由時間、閉校式
15:00 バス出発
＜海あそびの服装について＞※サイズにより、長袖のウェットスーツになる場合があります。
1 日目、2 日目共、海あそびを予定しています。当方から貸し出しする半袖のウェットスーツ
を着て、その上に持参した長袖のジャージを着て、ライフジャケットを着用します。
【メ モ】※予め、服の下に水着を着用の上、集合してください。
① 海あそび ･･･東小樽海岸の海で遊びます。磯の生き物をゲットしたり、泳いだり、飛び込ん
だりとたくさん遊びましょう。また、水中メガネは自分に合ったものを持参するよ
うにしてください。貸し出しも可能ですが、持参されることを推奨します。
② ファイナルパーティー･･･夕食含めてゲームあり、ステージあり、スタッフと共に楽しいひ
と時を過ごしましょうね。
③ ニッパーボード・シュノーケリング体験･･･ニッパーボードで遊んだり、シュノーケリングを
したり海遊び満喫の１日となるでしょう。思いっきり友達同士で海を楽しんでくださ
いね。

Ｆ. 昆虫キャンプ（１泊２日）
１泊２日の昆虫キャンプ。様々なフィールドで昆虫を観察し採取します。黒松内の森で生活す
る虫たちを虫網片手に追いかけましょう。また樹液に集まるクワガタ、カナブン、チョウや地を
這う昆虫を狙ってトラップを仕掛けてみます。１日目の夜に確認・回収を行います。楽しみです
ね！２日目は、１日目に採集した昆虫の標本またはシートづくりを行います。キャンプのまとめ
をしましょう。さて、今年はどんな虫たちと出会うことが出来るでしょうか！？
【日 程】令和２年８月１６日（日）～１７日（月）１泊２日
【対 象】年長児～小学生、中学生 ２２名
【会 場】歌才森林公園 他
【宿 泊】添別ミニビジターセンター（テント泊または室内泊）
※テント泊は、各テント定員数の半分以下で宿泊します。
【持ち物についての補足】昆虫網・虫かごは当方で用意します。
【現地連絡先】①０８０－３３４７－２４４０（中村）
②０９０－５０７７－６６３２（安原）
＜①、②･･･実施期間のみ使用＞
【内容】＊天候、状況に応じてプログラムを変更する場合があります。予めご了承下さい。
日 程
主なプログラム
日 程
主なプログラム
<１日目> 11:30 黒松内着
<２日目> 7:00 起床
時間は目
開校式、仲間づくりゲーム
時 間 は 目 8:00 朝食、あとかたづけ
安です。 12：30 昼食タイム（室内または野外）
安です。 10:00 昆虫標本づくり
14:00 昆虫採集
昆虫シートづくり
昆虫トラップを仕掛けに行こう！
12:00 昼食
18：00 夕食
13：30 キャンプのまとめ
19：30 昆虫たんけん
14：00 バス出発
（街灯に集まる虫たち）
昆虫トラップの確認・回収
21:30 就寝
【メ モ】
服装について･･･森や草原、水辺などで昆虫などを採集します。長い時間、野外で活動します。服装は、
蚊やブユから身を守るため 長袖、長ズボン、首の周りも刺されないように襟のある服
を着たり、タオルを首に巻いたりなどして活動しましょう。（黒っぽい服は、刺す虫が寄
ってきます！）水が流れている場所もあります。長靴を忘れないように！
昆虫採集について･･･会場・時間は、天候や状況により予期なく変更する場合があります。予め、ご了
承ください。昆虫採集の道具は、当方から貸し出しします。
昆虫標本について…採取した虫は、標本にする（小４以上希望者）かデジカメで撮影してシートに（年長
児以上）してみましょう。標本にした虫以外は、逃がしてあげましょう！絶対に大切に飼
育できる子は、虫ケース（水槽型など）の持ち込みを許可します。

