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行ってみたい、行って良かった、また行きたい 

♪新しい自然の家は使い方もよりどりみどり♪ 

 

詳しくは次ページへ！ 

 

 

  

 

 

● 日帰り利用 ● 

宿泊なしで楽しめる日帰り利用ができるようになりま

した。遠足、校外学習などのご利用もできます。 

● 大人だけの利用 ● 

● バーベキュー体験広場 ● ● 盛りだくさんのイベント ● 

今までは中学生以下

の子どものための利

用のみでしたが、

「高校生以上」の方

のみの利用もできる

ようになりました。

会社の研修や大学の

サークル等でご利用

できます。 

食材持ち込みの日

帰り専用バーベ

キュー場がオープ

ンします。必要な

機材は全て貸し出

しますので好きな

ものを好きなだけ

作って食べて大満

足！！ 

ザリガニ釣り 野外炊飯 

自然の家のイベントがグレードアップ！新しいイベ

ントも加わりました。    詳しくは次ページへ 

 千葉市少年自然の家は「少年自然の家」として全国で初めてＰＦＩ手法を導入し、民間の力やノウハウを活

用した新しいタイプの施設として１５年前に開所し、爾来約１２４万人の方にご利用いただく施設に成長して

参りました。そんな中、昨年は２度の台風、そして大雨等により施設内外に大きな被害を受け、停電等で最大

１週間の利用不可期間が生じ、３月には新型コロナウイルスの感染拡大により施設の利用制限等で市民の皆様

にはご心配ご迷惑をおかけしましたが、なんとか運営できましたことは、多くの方々のご支援ご協力の賜物と

深く感謝申し上げます。 

 さて、千葉市少年自然の家は、千葉市少年自然の家設置条例の一部改正に伴い、今年度より千葉市の指定管

理者制度を導入し、施設の管理運営を行うことになりました。条例改正により、これまでできなかった日帰り

や大人だけの利用など新たな事業の広がりが期待できます。 

 そこで、わたくしどもは、この度の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の展開」を念頭に、子

どもから大人まで「行ってみたい、行って良かった、また行きたい」施設の運営を目指して、下記の４点を重

点目標に新たなスタートを切ることにしました。 

・１５年間学校と共に蓄積してきたノウハウを活かし質の高いプログラム提供、きめ細やかな学校支援 

・年間を通して多種、多彩、多数の事業の実現 

・施設の自然環境、特色を生かした新たな活用スペース、プログラムの提供 

・更に幅広い年齢層にも利用してもらえる新しいプログラムの提供 

 運営、施設維持管理、食堂、清掃、警備のすべてのスタッフが心を一つにして、より多くの皆様にご利用い

ただき、またおいでいただけますよう一層努力して参ります。 

                       令和２年４月 千葉市少年自然の家所長 佐藤  哲 



お父さんとこどものキャンプです。力を合

わせて色々なことに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。 

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、初キャンプのお客様におすすめ。 

マンスリーウィークエンド 

星空キャンプ 

NEW クライミング体験会・競技会 

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ての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うキャンプ。家族

同士の交流がファミリーキャンプの醍醐味です。 

キャンプファイアー 

NEW 父と子キャンプ 

   体験会 

第1回 5月3日 

第2回 5月6日 

第3回 7月5日 

第4回 9月13日 

第5回 9月22日 

第6回 10月12日 

「星」をテーマに、千葉市

科学館と共催で行う家族向

け週末キャンプ。大好評に

応 え、今 年 度 は「夏」と

「冬」の年2回に増加！星

座早見盤作りや望遠鏡を

使っての天体観察、科学館

スタッフによる天体解説、

星にちなんだ野外クッキン

グなどなど、星づくしの1

泊2日です。  

第1回 9月26日～27日 

第2回 2月6日～7日 

 おやこキャンプ（家族対象、1泊2日の休日キャンプ） 

第1回 4月18日～19日 

第2回   5月  9日～10日 

第3回   6月13日～14日 

第4回   7月  4日～  5日 

第5回   9月  5日～  6日 

第6回 10月17日～18日 

第7回 11月  7日～  8日    

第8回 12月  5日～  6日 

第9回     1月16日～17日 

第10回   2月13日～14日 

第1回 4月11日～12日  

第2回 5月  5日～  6日 

第3回 6月20日～21日  

第4回   9月12日～13日 

第5回 10月  3日～  4日 

2月20日～21日 

 こどもキャンプ（小学生対象の長期休みキャンプ） 

グローバルキャンプ 

ウィンターキャンプ 

 日帰り （日帰りで参加可能なイベント） 

NEW 1Day農業体験 秋のわいわいフェスティバル 

前半：8月3日～5日 

後半：8月11日～14日 

つながるサマーキャンプ 

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。 

8月18日～20日 

12月26日～28日 3月22日～24日 

2つのキャンプを通じて子どもたちのリーダーシップを育

みます。後半は、東日本復興支援活動として、福島県伊達

市の小学生を招待し、一緒にキャンプを行います。 

小学6年生を対象とした卒業式後のキャンプです。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！ 

小学4年生から6年生対象の冬休みのキャンプです。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。 

今年度もイベント盛りだくさん！経験豊かな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。 

イベント情報 

年に1度の自然の家オープンデー！予約なし

でどなたでも参加できる楽しいお祭りです。

地元長柄町の農産物・生産加工物の販売、模

擬店やクラフトブース、ステージパフォーマ

ンス、ザリガニ釣り大会な

ど、丸一日楽しめるお祭り

です。 
10月25日 

競技会 

11月15日 
自然の家には6ｍと9ｍのク

ライミングウォールがありま

す。普段はご利用いただけな

い家族利用のお客様のために

日帰りプログラムで実施。大

人の方も参加できます。 

年間6回予定 

種まき、苗植え、収穫

など、土と触れ合う農

業体験を日帰りプログ

ラムで実施。日程は随

時ホームページで告知

します。 

スプリングキャンプ 

 指導者向け講習会 

アウトドアプログラム体験会 キャンプリーダーセミナー プロジェクトアドベンチャー講習会 

第1回 6月7日    第2回 6月21日    第3回 6月28日 

第4回 7月11日  第5回 12月13日 第6回 1月24日 

キャンプの歴史や安全などの理論や基礎実

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。 年内開催予定 

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。指導者

の皆様におすすめの講習会です。 

第1回 8月27日～28日 

第2回 2月27日～28日 

野外で安全に、楽しく活動するため、指導者自らが体験を通して

学び、子どもたちの指導にいかしてもらうための体験会です。 

ダイナミック野外料理 



2020年スケ ジュー

ル 

 

 

  

 

クリック！！ 

自然の家の“旬”な情報をFacebook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 千葉市少年自然の家 検索 お問合せ 

 

自然の家では、ボランティアを募集しています。 

家族向けのキャンプや子ども向けキャンプ、野外炊飯やクラ

フトのサポートなど、活動内容は様々です。興味のお持ちの

方は、ぜひ自然の家までご連絡ください。 

対 象 

参 加 費 

※千葉市少年自然の家は、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

 

   往復ハガキ・電子メールまたは応募フォームに必要事項をご記入の上、少年自然の家へお送り下さい。 
  【必要事項】①主催事業名 ②住所 ③代表者氏名 ④電話番号（ご自宅・携帯電話）  

        ⑤家族数及び各家族の代表者と人数（お子様の学年、年齢） 

   ※グループで申込みの場合、②③④は代表家族のみ    ※メールの送り先は shusai-oubo@chiba-shizen.jp 

   ※応募フォームは自然の家ホームページ「第123回マンスリウィークエンド」・「第127回ファミリーキャンプ」内 

第127回ファミリーキャンプ 

アルミ缶DIY & サバイバル飯 

みんなおいでよ～。 

ボランティア大募集！！ 

  千葉市民 千葉市民以外 

 大人（高校生以上） 5,340円 6,180円 

 中学生 4,810円 5,110円 

 小学生 4,650円 4,950円 

 未就学児（3～6歳） 4,270円 4,570円 

 乳児（3歳未満） 800円 1,100円 

四季折々のダイナミックなプログラムを、たくさんの家族と一

緒に活動し交流します。今回のプログラムは、空き缶アル

コールストーブ作りやキャンプや災害時に使えるお手軽アウト

ドアクッキング。キャンプをより一層楽しむ工夫が満載です。 

日 程 

応募締切 

6月20日(土)～6月21日(日) 
 

5月23日(土)   ※当日必着 

参 加 費 

プログラム選択型の家族向け主催事業です。梅雨の時期ならではの自然を家族と共に楽しみましょう！日中は、飯ごうを

使った「蒸しケーキ作り」や田んぼゾーンで「谷津田の生きもの探し」などをします。夜は、暗闇の森の中でカエルの声を聴

きに行く探険プログラムなどをします。 

6月13日(土)～6月14日(日) 
 

3歳以上中学生以下のお子さんを含むご家族 
 

5月16日(土)   ※当日必着 応募締切 

日 程 

18歳以上（高校生不可） 
 

プログラムに関わる食事、宿泊費補助 

（規定の交通費補助※学生のみ） 
 

お電話でお申込み。自然の家スタッフより簡単な 

説明を受け、ボランティア登録していただきま

す。その後、活動可能となります。 
 

  ～詳細は、自然の家ホームページをご覧ください～ 

対 象 

待 遇 

登録方法 

 千葉市民 千葉市民以外 

 大人（高校生以上） 6,390円 7,230円 

 中学生 5,860円 6,160円 

 小学生 5,700円 6,000円 

 未就学児（3～6歳） 5,320円 5,620円 

 乳児（3歳未満） 800円 1,100円 


