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山形市少年自然の家

予期できぬ一年

所 長

小 関

仁 美

新型コロナウィルス感染症感染予防対策を講じながら大雪で迎えた

ゲレンデ一般開放が三月上旬で無事終了し、少年自然の家の周りも雪

解けがだいぶ進んできました。ゲレンデに響くチューブ滑りの子供た

ちの歓声、週末に家族連れで雪遊びを楽しむ温かい光景に溢れた自然

の家も耐震工事の音が響く以外は静粛に包まれています。

さて、令和二年度を振り返ってみると新型コロナウィルス感染症の

拡大に翻弄されスタートした一年でした。臨時休校はゴールデンウィ

ーク明けまで延長され、市有施設についても四月十日から休館と運営

見通しがなかなか立たないもどかしい時間が流れました。そのような

時でも自然の家のフィールドには密を避け自然に親しむ親子連れが多

く訪れ、コロナ禍での自然体験学習施設の役割を改めて問い直すこと
になりました。

六月からの利用再開に向けては、コロナ感染症対策に万全を期すと

ともに研修プログラムの大幅な見直しを行いました。なにより心配さ

れたのが学校の利用がどうなるのかということです。しかし、利用予

定のほとんどの学校からカリキュラムの一環として少年自然の家を利

用したいとの意向を伺い、利用日程の調整や研修プログラムの提案な

どに職員が全力で取り組みました。コロナ禍における集団利用の対応

を確立することができたのも大きな成果です。また、自主事業では、

毎回、定員を超える申し込みがあり、可能なものについては追加開催

などで対応しました。参加者からは、身近に自然を通じて学習する機

会があってよかったとの声が聞かれ、市の生涯学習施設としての機能

を今後もさらに発揮して市民サービスとして提供する意義を感じたと
ころです。

少年自然の家は、大地の営みで形成された山々や湖沼、それに自然

林と人工林が織りなす緑豊かな自然に囲まれています。こうした恵ま

れた自然のなかで、子供たちがいきいきと活動し仲間と助け合いなが

ら自然に学び、互いをかけがえのない存在として敬い成長する機会を

社会の変化に関わらず常に提供していくことが少年自然の家の役割で

あり、生涯学習施設として広く市民の負託にこたえていきたいと考え
ています。

！

うまくやけ
るかなぁ…

材料は、竹のみ！
竹を切って、割って、炊飯器と箸を作りました。
、大きさや形の違うオリジナル炊飯器ができました！

ふっくら！！

で絶品ご飯の出来上がり！！

おかずはかぼちゃをまるごと一個使ったクラムチャウダー。
かぼちゃとの相性バツグン！絶品です！

いただきまーす！

全６回

第１回

第２回

仲間や自然と出会う

水を使うよさを体験する

第３回
火を使うよさを体験する
第４回
自然の雄大さを感じる

第６回
成長をふり返る

第５回
班活動で自分や仲間のよさに気づく

学校とは違う新しい友達の中に入り、
泊まりがけで過ごすこと、ワクワクと不
安を両方もちながらも飛び込んでいけた
こと、まずそれだけでも「やったなあ」
と思いました。そして山登り。つらくて
つらくて…だったようですが、それでも
やれたことが娘にとって自信になったと
思います。親と一緒だと親の方で危ない
とか、もう無理かなとあきらめてやめて
しまっていたかもなあと、友達の力を改
めて感じました。

～保護者の声より～
息子は初めての事柄にとても不安
を感じる性格で、親から離れて宿泊
することを大変心配しておりました
が、先生方、ボランティアの大学
生、お友達との温かい交流のおかげ
で帰りにはいつも笑顔が見られ、そ
んな息子に成長を感じることができ
ました。

手作り水鉄砲は大のお気に入
りでお風呂場で活躍していま
す。焼き芋も家族でキャンプし
たときに、得意気に作ってくれ
ました。出来る！わかる！が自
信になるのだなと思います。少
年団で学んだ、出来る！わか
る！やれる！をこれからの人生
に活かせるようサポートしてい
きたいと思っています。

昼食には地元産の
蕎麦を堪能しました。

講師の方をお招きして、
自然の家周辺の植物観察会
を行いました。
植物の名前や特徴につい
て教えていただき、紅葉だ
けでない秋の自然の魅力を
知ることができました。

グラウンドで、おいしい焼き芋が焼けたよ！

外でも温かいご飯を…！
お湯を沸かして
ハンバーグとココアを味わいました。

『主催事業』 の予定
第 35 期
①5/22( )23( ) ②7/3( )4( ) ③8/7( )8( ) ④9/25( )26( ) ⑤10/16( )17( ) ⑥1/8( )9( )
小学４年児童３５名
季節に応じた魅力的な自然体験活動や少年団でしかできない貴重な協働体験活動を数多く企画します。
令和３年 ３／１～４／３０
広報やまがた３／１号掲載

親子ふれあい自然体験

わくわくキッズキャンプ ①・②

【期 日】 ①５／２９（土）・②６／６（日）
※①、②のどちらかを選択してください。
【定 員】 小学 1～3 年児童の親子 １０組程度
【内 容】 親子で自然散策・炊飯活動 など
【募 集】 4/15～5/12 広報やまがた 4/15 号掲載

【期 日】 ①：６/１９（土）～２０（日）１泊２日
②：６/２６（土）～２７（日）１泊２日
※①、②のどちらかを選択してください。
【定 員】 小学３，４年児童 ２０名程度
【内 容】 炊飯活動、キャンプファイヤー など
【募 集】 5/1～6/2 広報やまがた 5/1 号掲載

プラネタリウム一般公開 ①

森の昆虫見つけ隊

【期 日】 ６／５（土）
【定 員】 一般市民 １０家族程度
【内 容】 生演奏を交えて、春・夏の星座の話や宇宙
の神秘を紹介します。
【募 集】 5/1～5/18 広報やまがた 5/1 号掲載

【期 日】 7/30 (土)・7/31(日)・8/1(月)から選択
【定 員】 小学３年～中学３年までの親子１０組 ２０名程度
【内 容】 オニヤンマやトノサマバッタ等を採集し、
その後、専門家より標本づくりを学びます。
【募 集】 6/1～7/2 広報やまがた 6/1 号掲載

⑦2/19( )20( )

わんぱくサマーキャンプ
【期 日】 ７／２４（土）～２５（日）１泊２日
【定 員】 小学４年～中学３年 ２０名程度
【内 容】 キャンプフアイヤー、テント泊、
炊飯活動、ナイトハイキング
など
【募 集】 6/1～7/7 広報やまがた 6/1 号掲載

◆ボランティアスタッフセミナー

◆自然散策[一般の方向け]

自然の家 『秋祭り』

プラネタリウム一般公開 ③

わくわくキッズキャンプ ③

プラネタリウム一般公開 ②
【期 日】 ９／５（日）
【定 員】 どなたでも参加できます。
【内 容】 プラネタリウム、クラフトコーナー、
おいしい秋コーナー（芋煮、焼き芋）など
【詳 細】 広報やまがた 8/15 号掲載

【期 日】 １０／２３（日）
【定 員】 一般市民 １０家族程度
【内 容】 生演奏を交えて、秋・冬の星座の話や
宇宙の神秘を紹介します。夜の星空観察会
も行います。
【募 集】 9/1～10/6 広報やまがた 9/1 号掲載

【期 日】 ２／５（土）～６（日）１泊２日
【定 員】 小学３，４年児童 ２０名程度
【内 容】 自作そりづくり、ラングラウフスキー、
手作りアイスクリーム
など
【募 集】 12/15～1/19 広報やまがた 12/15 号掲載

◆自然の家

親子そば打ち道場 or キャンプ飯

わんぱくウインターキャンプ

【期 日】 １０／３１（日）
【定 員】 中学３年までの親子 １５組
【内 容】 竹を使ったＭｙ箸・Ｍｙそば猪口づくり、
そば打ち、そば試食会 など
【募 集】 9/15～10/13 広報やまがた 9/15 号掲載

【期 日】 １２／１８（土）～１９（日）１泊２日
【定 員】 小学４年～中学 2 年 ２０名程度
【内 容】 アイスブレイク、門松作り、
雪上オリンピック、など
【募 集】 11/1～12/1 広報やまがた 11/1 号掲載

※ コロナウィルス感染防止対策のため、内容を変更する場合があります。

◆小中学校・幼稚園・保育園の先生方…夏期：4/16（金）
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「ぼうけんの森」
令和３年３月発行

秋期：8/3（火）

冬期：11/5（金）

◆子ども会等の指導者の方々…5/30（日）

住 所
電 話 【本館事務室】 023-643-8533 FAX 023-643-8574
【
ＵＲＬ

】 023-643-8633
http://www.ymgt.ed.jp/shizennoie

