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感染対策・新規&年間イベント 

新たに家族向けキャンプサイトが誕生！土日祝日・夏休みなど

の長期のお休みに家族でテント泊はいかがでしょうか？この

キャンプサイトは通常のご利用方法とは異なりますので、詳し

くはホームページをご覧ください。 

 

 

 
 

 

2021年度 

2021年度が始まりました。自然の家で安心して楽しく活動していただくために、引き続きご協力頂きたい新型コロナ

ウイルス感染対策や、新規&年間のイベントスケジュールをご紹介します。詳しくはホームページを御覧ください。 

キャンプサイト（テント泊エリア）の新設 

「新」遊歩道の誕生 

日帰りイベントの充実！ 

ものづくりワークショップの増設 

藍染体験、竹のクラフト教室など2020年度に不定期で行い好

評だった「ものづくり体験」が今年度から本格始動します。日

帰りで気軽にかつ本格的な創作を楽しめます。 

思い立ったら気軽にすぐ参加できる日帰りイベント「エブリサ

ンデーイベント」を新たにスタート！毎週日曜日はモルック、

ボッチャなどのニュースポーツや工作、プレーパークあそびや

ザリガニつり等、楽しい体験が目白押しです。 

2019年の台風被害により、外周遊歩道の一部使用を控えてい

るため、自然の家の所内に誕生した「新」遊歩道です。スタッ

フとボランティアが手作りで完成させた秘密基地のような遊歩

道、今年度前半のお披露目予定です！ 

3月21日に緊急事態宣言が解除され、利用条件も緩和さ

れましたが、まだまだ新型コロナウィルスの感染は収束し

ていません。千葉市少年自然の家では今年度も引き続き感

染症対策をしています。 

食堂、入浴は密を避けた時間、座席の指定をしています。

ご協力をお願いします。 

なお、情報は随時更新されますので、詳しくはホームペー

ジ「利用における制限・変更について」をご覧ください。 

 新たな取り組み 

 新型コロナウィルス感染対策 



お父さんと子どものキャンプ

です。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。 

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。 

第1回 4月17日～18日 

第2回   5月  8日～  9日 

第3回   6月12日～13日 

第4回   7月  3日～  4日 

第5回   9月  4日～  5日 

第6回 10月16日～17日 

第7回 11月  6日～  7日    

第8回 12月  4日～  5日 

第9回     1月15日～16日 

第10回   2月12日～13日 

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。 

父と子のキャンプ 

     体験会 

第1回  5月  1日 第4回    8月  9日 

第2回  5月  5日   第5回    9月12日 

第3回  7月25日   第6回  10月10日 

「星」をテーマに、千葉市科学

館と共催で行っている週末キャ

ンプ。天体クラフトや望遠鏡を

使っての天体観察、科学館ス

タッフによる天体解説など星づ

くしの1泊2日です。  

第1回 9月25日～26日 

第2回 2月  5日～  6日 

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。 

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、1泊2日の休日キャンプ） 

第1回 4月10日～11日  

第2回 5月  4日～  5日 

第3回 6月19日～20日  

第4回   9月11日～12日 

第5回 11月20日～21日 

2月19日～20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） 

わいわいフェスティバル 

1Day農業体験 

8月10日～13日 

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 

子どもたちのリーダー

シップを育む夏のキャ

ンプです。コロナの状

況を鑑みてプログラム

を編成します。詳細が

決まり次第ホームペー

ジ等で告知します。 

リーダーシップキャンプ（仮） 

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。 

イベント情報 

春 4月29日  秋 10月24日 

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。詳細

はホームページをご覧ください。 

家族利用のお客様のため

に6ｍと9ｍのクライミン

グウォールを実施。大人

の方も参加できます。 

競技会 

11月14日 

バーベキュー体験広場 

年間6回予定 

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 

第1回 6月  6日     第4回   7月10日 

第2回 6月20日   第5回 12月12日  

第3回 6月27日     第6回   1月23日 

5月29日～30日 

6月5日 （全3日間） 

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。 

プロジェクトアドベンチャー講習会 

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28日～29日 

第2回 2月26日～27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。 

こだわりクラフトワークショップ 

キャンパーズキャンプ 

クライミング指導者養成講座 

昨年、新型コロナの影響で大人

数のキャンプが出来ないことに

なり誕生した子どものためのソ

ロキャンプ。自炊、1人でテント

泊などのプログラムを予定。 

9月18日～20日 

クライミング体験会・競技会 

藍染体験 

自然の家でもバーベキューができま

す。必要な機材は全て貸し出します。

食材は持ち込みなので好きなものを好

きなだけご用意ください。 

11月28日までの土日祝及び夏季休業期間 

第1回 4月11日    第6回   9月  5日 

第2回 5月16日  第7回 10月  3日  

第3回 6月  6日  第8回 12月19日 

第4回 6月19日  第9回   2月  6日 

第5回 7月11日 

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

ミングウォールを実施することが

できます。 

毎週開催されるイベントです。当日参加OK！ 

所内で育てた藍の生葉

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。 

木・竹・革を使っ

た本格的なクラフ

ト製作。講師から

直接学べるので初

めての方でも安心

です。 

■  5月 1日「竹ジョッキ＆竹コップ」 

■  5月 2日「革アクセサリー(ヘアゴム・コサージュ・ブレスレット)」 

■  5月 3日・8月11日「ゴムで動く働く車」 

■  7月18日「革のトレイ/ベルトキーホルダー」 

■  8月  9日 ・ 8月12日「竹灯り」 

■  9月20日「革ポーチ」 

■  9月23日「座編みドールチェア」 

■10月10日「木の巣箱」 

■11月  3日「竹馬作り＆検定」 

■11月23日「木のドールハウス」 

■12月25日「ミニ門松」 

■  2月11日「革のコインケース」 

第1回 7月25日    第4回 8月15日 

第2回 8月  1日    第5回 8月22日  

第3回 8月13日 

★ザリガニつりコンテスト  

毎月第1日曜日 

NEWエブリーサンデーイベント 

★ニュースポーツ  ★MY工作  ★プレパの日  

毎月第2日曜日 毎月第3日曜日 毎月第4日曜日 

  



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。 

プログラム選択型の家族向け主催事業です。最大3つの 

プログラムに参加できます。 

これまで年に1度、秋に開催していた自然の家のお祭りを「春」にも開催します！ご家族やお友だちと、

ぜひ遊びにいらしてください。 

日 時 

申込方法 

ゴールデンウィークは、自然の家で「ものづくり」！ご家族

やお友だちと日帰りや宿泊をしてゆったりお楽しみいただ

けます。直接講師が教えてくてるので初めてでも安心。 

4月29日(木祝)10時～16時 
 

事前に「申込みフォーム」また 

は「電話」で申込み ※先着順 
※フリープログラムの参加や野菜購入 

 のみの入場にも事前申込みが必要。 
  

どなたでも 
  

【無料プログラム】 

 ・ボッチャ（定員制）・モルック（定員制） 

 ・ザリガニ釣り・各種オリエンテーリング 

【有料プログラム】 

 ・クライミングウォール（定員制） 

 ・各種クラフト（定員制）・地元野菜販売 

  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 

対 象 

 

第132回マンスリーウィークエンド 

～新緑の中、そとあそび～ 

日 程 

応募締切 

参 加 費 

5月8日(土)～5月9日(日) 
 

4月10日(土)  ※当日必着 
  

3歳以上中学生以下のお子さんを含むご家族 

［応募フォーム］ 

   ［申込フォーム］ 

こだわりクラフトワークショップ 

日時/クラフト名/締切日 
対 象 

内 容 

応募方法 電子メール・応募フォームまたは往復ハガキに必要事

項をご記入の上、少年自然の家へお送りください。 
【必要事項】 

 ①主催事業名 ②住所 ③代表者氏名 ④電話番号（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132回マンスリー 

  ウィークエンド」内 

日 時   クラフト名 締切日 

 5月1日（土） 

 13時半～15時半 
竹ジョッキ＆竹コップ  4/28 

 5月2日（日） 

10時～12時 

革アクセサリー 

ヘアゴム/コサージュ/ 

 ブレスレット 

4/25 

 5月3日（月祝） 

 10時～12時 
ゴムで動く働く車 4/29 

対 象 どなたでも※小学生までは大人同伴必要 
  

ワークショップ基本料金+各クラフト料金 
※詳細は自然の家ホームページをご覧ください。 

参 加 費 

申込方法 

［参加申込フォーム］ 

電話で申込み後、参加申込フォームに入力、もしく

は電子メール又はファックス・郵送で「参加申込

書」をご提出ください。「参加申込書」は、ホーム

ページからもダウンロードできます。 
【電子メールの宛先】shusai-entry@chiba-shizen.jp 


