
豊橋市教育委員会 生涯学習課

チャレンジ夏キャンプ 2泊3日

くろしおサマーキャンプ 2017
８月２４日(木)～２６日(土)

内容 防災教育を取り入れたキャンプ活動で、同年代の仲間
と助け合いながら課題に取り組み目的を達成します。
①アウトドアクッキング＆キャンプファイア
②夏休みに大災害が起きたらどうする？
みんなで考える避難の仕方・避難所生活。

共催 豊橋市青少年センター
講師 日本ｷｬﾝﾌﾟ協会野外活動指導者、防災士など
対象 小学4年生～中学生
時間 13時～翌々日13時
場所 野外教育センター
費用 1人4,000円(材料費 6食込)
定員 48人(抽選) 申込 6/15～6/30

くろしお自然体験教室 ８月１７日(木)
～ネイチャークラフト＆夏の昆虫さがし～

内容 ぼくの・わたしの昆虫クラフトをつくり、虫トラップなど
に集まる本物の昆虫と見くらべて生態を学びます。みんな
で協力してアウトドアクッキング。

講師 豊橋市自然史博物館学芸専門員(予定)
場所 少年自然の家 時間 13時～19時
対象 小学4年～中学生
費用 1人500円 定員 30人(抽選)
申込 7/1～7/15

☆☆☆ 自然体験プログラム★遊びイベント21 ☆☆☆

☆☆☆ くろしおチャレンジプログラム ☆☆☆

アカウミガメ自然学習教室
～表浜海岸の自然に親しむ１泊キャンプ～

７月１５日(土)～１６日(日)
内容 表浜海岸にやって来るアカウミガメから自然環境を守る

ことの大切さを学びます。自然にやさしいアウトドアク
ッキングを楽しみます。ピザ窯調理いろいろ。

講師 大須賀哲夫(豊橋市ｱｶｳﾐｶﾞﾒ保護対策協議会)
場所 少年自然の家 時間 10時～翌日10時
対象 小学3年～中学生と保護者 費用 1人1,500円
定員 8家族(抽選) 申込 6／1～6／14

※イベント内容・日程は、諸事情により変更になることが
あります。豊橋市少年自然の家・野外教育センターホー
ムページ又は広報とよはしにてご確認していただくか、
少年自然の家へお問い合せください。

お申し込みは、自然体験プログ
ラム☆遊びイベント２１・くろし
おチャレンジプログラムとも
少年自然の家(0532)21-2301

イベントスケジュール
4／29(祝)～30(日) 覚えよう！キャンプ術 11／25(土)秋の味覚！親子焼き芋体験

6／3(土) ささゆりハイキング 12／9(土) クリスマスネイチャークラフト

6／24(土)～25(日) 三世代ふれあいキャンプ 12／17(日) しめ縄づくりと餅つき
9／2(土)～3(日) 親子ふれあいキャンプ 12／24(日) お正月用のし餅づくり

9／17(日)～18(祝) 親子ふれあいキャンプ 1／13(土) 凧と五平餅づくり

9／23(祝)～24(日) 昔体験！野外キャンプ 2／10(土) たき火でＧｏ！

10／7(土) 豊橋カレーうどんづくり
10／28(土) 親子ウォークラリー 詳しいイベント内容は、裏面をご覧ください。

ファミリーキャンプデー
家族で自由に楽しむキャンプの日
食材を持ってお越しください。
開催 5/3(祝)～5/5(祝) 宿泊可

5/6(土)、1/5(金)～7(日)
3/28(水)～30(金)

場所 少年自然の家
対象 5歳～中学生と保護者の方
定員 1日8家族
料金 中学生以下20円 成年70円
申込 3/25～(申込順)

ﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾄ

親子防災チャレンジキャンプ ３月上旬
共催 豊橋市青少年センター 場所 野外教育センター
時間 13時～翌12時 対象 小・中学生と保護者
費用 2,000円 定員 8家族(抽選)
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イベント参加者の募集・抽選・傷害保険等について

対象 … ご参加の皆さま全員で行動することを基本としており、プログラムの趣旨と
内容、参加する方の体力面などを考慮し、安全に団体行動ができる年齢を教
育委員会担当課の方針で決めております。

内容 … 他にもメニューを用意しておりますのでお問合わせください。
時間 … 開会式から閉会式までの時間です。進行状況により変更することがあります。
費用 … 食材、薪や炭などの燃料、割りばし・紙皿・アルミホイル・ビニール袋など

消耗器材の費用が含まれます。ただし、食材持込の場合は、ご参加の方に、
ご自分の食べる食材を用意していただきます。

定員 … 施設の設備やスタッフ配置などを考慮し設定しております。
申込 … 表示の期間に受付をしております。ただし、毎週月曜日と年末年始は休館日

のため受付をしておりません。また、定員に達していない場合は、申込受付
期間が終了した後も、定員になるまで受付をする場合があります。

抽選 … 申込受付期間が終了しましたら厳正に抽選をしております。抽選結果は、ご
参加が決定した方へは、イベントの１か月前頃に、ご案内とプログラムを郵
送します。ご参加いただけない方へは速やかに電話にてお知らせします。

保険 … イベント参加中は、豊橋市市民活動総合補償制度の適用となり、負傷による
通院・入院に対し保険金が支払われます。詳しくはお問合わせください。
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覚えよう！キャンプ術
１泊キャンプ

４月２９日(祝)～３０日(日)
内容 テント設営泊、アウトドア料理、ロー

プワーク教室など
時間 １０時～翌１２時
費用 １人１５００円
場所 少年自然の家
定員 ８家族(申込順)
申込 ３／１８～

ささゆりハイキング

６月３日(土)
内容 ささゆりの里までの渚ウォーキング。

食材持込みバーベキュー。
時間 ９時３０～１４時
費用 １家族５００円
場所 野外教育センター
定員 ８家族(抽選)
申込 ４／１５～２８

三世代ふれあいキャンプ
１泊キャンプ

６月２４日(土)～２５日(日)
内容 テント設営泊、バーベキュー、キャン

プファイア、地引網など
時間 １４時～翌１４時
費用 １人２０００円
場所 少年自然の家
定員 ９０人(抽選)
申込 ５／６～２０

親子ふれあいキャンプ
１泊キャンプ

９月２日(土)～３日(日)
内容 テント設営泊。アウトドア料理、キャ

ンプファイア、流しそうめんなど
費用 大人３０００円、子ども１０００円
時間 １３時～翌１６時
場所 少年自然の家
定員 ８家族(抽選)
申込 ７／１～１５

親子ふれあいキャンプ
日帰りキャンプ

９月１７日(土)･１８日(祝)
内容 アウトドア料理、野外ゲーム、ネイチ

ャークラフトなど。
費用 大人９００円、子ども１人７００円
時間 ９時３０分～１６時
場所 野外教育センター
定員 ８家族(抽選)
申込 ７／１５～３１

昔体験！野外キャンプ
１泊キャンプ

９月２３日(祝)～２４日(日)
内容 テント設営泊。火おこしチャレンジ、

縄文時代の生活を学ぼう。
時間 １０時～翌１０時
費用 １人２０００円
場所 少年自然の家
定員 ８家族(抽選)
申込 ７／１～１５

豊橋カレーうどんづくり

１０月７日(土)
内容 家族で４人分の手打ちうどんめんづく

くり、カレーづくりもアウトドアで。
時間 ９時３０～１４時
費用 １家族１８００円
場所 少年自然の家
定員 ８家族(抽選)
申込 ８／１７～３１

親子ウォークラリー

１０月２８日(土)
内容 コース図を持って優勝目指して家族で

Ｇｏ！ 大鍋芋煮づくり。
時間 ９時３０～１４時
費用 １人６００円
場所 少年自然の家
定員 ６０人(抽選)
申込 ９／８～２２

秋の味覚！親子焼き芋体験

１１月２５日(土)
内容 森の中から落葉や枝を集めて焼き芋を

楽しみます。
時間 ９時３０～１４時
費用 無料
場所 野外教育センター
定員 ３０人(抽選)
申込 １０／３～１７

クリスマスネイチャー
クラフト

１２月９日(土)
内容 自然の素材をつかってクリスマスの飾

りづくり。炊き込みごはんづくり。
時間 ９時３０～１４時
費用 １人５００円
場所 少年自然の家
定員 ８家族(抽選)
申込 １０／１４～２８

しめ縄づくり＆餅つき

１２月１７日(日)
内容 お正月用のしめ縄づくり。餅つきをし

て、だいこん・きな粉で食べます。
時間 ９時３０～１４時
費用 １人６００円
場所 少年自然の家
定員 ６０人(抽選)
申込 １１／１～１５

お正月用のし餅づくり

１２月２４日(日)
内容 家族ごと餅つきをして、お正月用の

のし餅(２升)をつくりお持ち帰り。
時間 ９時３０～１４時
費用 １臼分１８００円
場所 少年自然の家
定員 ８家族(抽選)
申込 １１／１～１５

たき火で Ｇｏ！

２月１０日(土)
内容 かまどづくりとたき火できりたんぽ風

鍋料理を親子で楽しみます。

時間 ９時３０分～１４時
費用 １人５００円
場所 少年自然の家
定員 ８家族(抽選)
申込 １２／９～２３

凧と五平餅づくり

１月１３日(土)
内容 豊橋凧保存会と親子で凧づくりと凧あ
げを楽しみます。炭火で五平餅づくり。
時間 ９時３０分～１４時
費用 １人６００円
場所 少年自然の家
定員 ６０人(抽選)
申込 １２／１～１５

キャンプスタッフ講習会
５月６日(土)～7日(日)、27日(土)
10月14日(土)～15日(日)

スタッフとして参加し、イベント参加者
とキャンプの楽しさをわかちあいながら
活動してみたい方、募集しております。
対象：18歳以上の方 内容：キャンプ概論、

野外炊飯、リスクマネジ メント、テント設営、

火おこし など


