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「視点」をもった活動を
運営協議会会長 齋藤 和夫

子どもたちを取り巻く環境は年々変化している。情報伝達の手段
が多様化し、効率が優先されて直接体験よりも間接体験が優先され
ている。また、様々な教育内容が導入され、人間として成長するのに
必要な、自然の中で集団宿泊して直接体験をする時間が年々減少し
ているのではないかと危惧している。このような時期であるからこ
そ少年自然の家の存在意義はますます大きくなっていると考える。
そんな中では、より効率的な時間の活用が求められる。
教員を目指す学生を自然観察に引率した時にこんなことがあっ
た。出がけに、今咲いている野草の画像を提示して活動を仕組むと、
その花を探しながら行動する積極的な態度に驚いた。
「視点」を持たせて活動させることの大切さを知らされた。それは、
自分が少年自然の家に勤務していた時、来所する子どもたちに話し
ていたことにつながるような気がする。
オリエンテーションでは、自然の家の紹介とともに入所期間中に
「三つの大発見」をして帰ってほしいと話をしていた。その一つは、
「自然の大発見」である。豊かな自然の中では多くの動植物が生きて
いる。常に生活している地域にはいないものをたくさん見つけるこ
とができる。緑の山は、薄い緑から濃い緑まで無数の緑からできてい
ることが分かった。また、平地では聞くことができない野鳥の美しい
鳴き声に感動したことを語ってくれた子ども達がいた。見ようとし
て、聞こうとして活動していた子どもたちの姿が浮かんでくる。
二つ目は、
「自分の大発見」である。自然の中で友達と困難な活動
に向かっていると自己を見つめる機会に出合う。多くの子どもたち
は、自然の家から往復４時間をかけて千メートルの山を自力で征服
できた自分の力に驚いていた。中には、引率した教員が「この年齢で
登頂できた」と再発見して帰られた。
三つ目は、
「友達の大発見で」ある。三日間も寝食を共にすると子
どもたち同士の関わり合いは非常に多くなる。多くの子どもたちは、
日常の学校生活では気づかなかった友達の優しい一面や友達の強い
心に気づくことができる。
望むところは、季節の違いによる発見を経験させたいものだ。

土星の環や

木星の衛星が見えたよ！

山形大学の学生さんによる
『森のコンサート』を開催！
多くの来場者に素敵な歌と
演奏を届けてくれました♪

多くの方にご来場いただき
ありがとうございました🌼

『主催事業』 の予定
第 36 期
①6/4( )5( ) ②7/2( )3( ) ③8/6( )7( ) ④9/24( )25( ) ⑤10/22( )23( ) ⑥1/7( )8( )
小学４年児童３６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４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】 ①５／２１（土）・②５／２８（土）
※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】 4/15～5/5 広報やまがた 4/15 号掲載

【期 日】 ①：６/１８（土）～１９（日）１泊２日
②：６/２５（土）～２６（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】 5/1～6/1 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】 ５／２２（日）
【定 員】 一般市民 １０家族程度（先着）
【内 容】 春・夏の星座の話や宇宙の神秘を紹介しま
す。
【募 集】 4/15～5/1 広報やまがた 4/15 号掲載

【期 日】 7/29 (金)・7/30(土)・7/31(日)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】 6/15～7/5 広報やまがた 6/15 号掲載

⑦2/25( )26( )

わんぱくサマーキャンプ
【期 日】 ７／２３（土）～２４（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】 6/15～7/5 広報やまがた 6/15 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】 ９／４（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】 １０／２９（土）
【定 員】 一般市民 １０家族程度（先着）
【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】 9/15～10/5 広報やまがた 9/15 号掲載

【期 日】 ２／４（土）～５（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】 1/1～1/15 広報やまがた 1/1 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】 １０／３０（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】 9/15～10/10 広報やまがた 9/15 号掲載

【期 日】 １２／２４（土）～２５（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：4/15（金）
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「ぼうけんの森」
令和４年３月発行

秋期：8/2（火）

冬期：12/2（金）

◆子ども会等の指導者の方々…5/29（日）
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