
遊ぼう！わんぱくキャンプ

令和４年度　地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業

参加費：7,000 円

定　員：25 名（先着順）

対　象：新潟県内の小学 5 年生～中学 3 年生

申込期間：8 月 6 日（土）～ 9 月 16 日（金）

解散…14：30

※感染症拡大の状況により中止する場合があります。また、天候により内容を変更することがあります。

お電話にてこども自然王国にお申込みください

主な内容

（土）

ホームページ https://garuru-kururu.jp

遊ぼう！わんぱくキャンプ

・はじめましての集い

・カヌー体験

・たき火タイム

・ウォークラリー

・思い出工作

・ふりかえり
主催：新潟県立こども自然王国　国立妙高青少年自然の家

2022．9.24 （日）

※お申し込み後、詳しい案内を送付いたします。

9.25▶

※一週間前よりキャンセル料が発生します。

集合…10：45



【体験に参加される方へ】

＊マスクの着用、感染症対策にご協力ください。
＊イベント・天候等により、体験内容を変更する
   場合がございます。

☆最新情報は、ホームページをご覧ください。

＊幼児は保護者と一緒にご参加ください。

受 付 本館フロント本館フロント

19:30～20:3019:30～20:30

親子ペア700円親子ペア700円

時 間

料 金

（予約17:30まで）（予約17:30まで）

（1人追加300円）（1人追加300円）

集めた宝でペンダントができるよ！集めた宝でペンダントができるよ！
※荒天時、また11月以降は屋内で実施となります。※荒天時、また11月以降は屋内で実施となります。

夜の王国を探検して、宝物を集めよう！夜の王国を探検して、宝物を集めよう！

磁石に魚がパクっ！磁石に魚がパクっ！

ピタッと
つりざお
ピタッと
つりざお

わゴムでまとあて！わゴムでまとあて！

ゴムちゃん
でっぽう
ゴムちゃん
でっぽう

600円600円料 金

500円500円料 金

受 付 体験工房
つぶらや
体験工房
つぶらや   9:00～12:00

13:00～16:00

  9:00～12:00

13:00～16:00500円500円

時 間

料 金

受 付 本館フロント本館フロント

9:00～17:009:00～17:00

100円100円時 間 料 金20分程度20分程度

いきもの占いラリーいきもの占いラリー

占い結果カードが
もらえるよ！
占い結果カードが
もらえるよ！

ストラップがもらえるよ！ストラップがもらえるよ！

広場をまわって、ミッションクリア！広場をまわって、ミッションクリア！

きみはどんないきものタイプ？きみはどんないきものタイプ？

10:00～11:00
13:00～14:00
10:00～11:00
13:00～14:00

親子1組400円
☆記録カード付き
親子1組400円
☆記録カード付き

時 間

料 金

※1人追加200円※1人追加200円

 かめ
さかな
 かめ
さかな

200円200円

シューター
をつかって
シュート！

シューター
をつかって
シュート！

クルクルコマクルクルコマ

500円500円料 金

  9:00～12:00
13:00～16:00
  9:00～12:00
13:00～16:00

時 間

場 所 体験工房つぶらや体験工房つぶらや

NEW!NEW!

ガルルカップガルルカップ

ウォークラリーウォークラリー

工作体験工作体験

夜の体験夜の体験
ガルルの宝探しラリーガルルの宝探しラリー

自然探検ウォークラリー自然探検ウォークラリー

9/17～11/19の

9/18、10/23も開催！

9/17～11/19の

9/18、10/23も開催！

土曜日土曜日

45分程度45分程度

～おやこでレッツゴー！～～おやこでレッツゴー！～

受 付 わんぱく広場わんぱく広場

入れたお金が見えるよ！入れたお金が見えるよ！

みえちょきみえちょき

500円500円料 金

いろいろな遊びに挑戦！
親子で楽しみながら体を動かそう！
いろいろな遊びに挑戦！
親子で楽しみながら体を動かそう！

（10/9、10はイベント開催のため
　内容を変更して行います。）
（10/9、10はイベント開催のため
　内容を変更して行います。）

いれモンいれモン
700円700円料 金

NEW!NEW!

かめが登場！かめが登場！

小物入れに自分だけの
キャラクターを書こう！
小物入れに自分だけの
キャラクターを書こう！

（10/9、15ははイベント開催のため
　内容を変更して行います。）
（10/9、15ははイベント開催のため
　内容を変更して行います。）

10/9 狐の夜祭り

10/10 児童館まつり

10/9 狐の夜祭り

10/10 児童館まつり

○高柳地域のお祭り！○高柳地域のお祭り！

○楽しい・おいしい屋台が盛りだくさん！○楽しい・おいしい屋台が盛りだくさん！

10月のイベント情報10月のイベント情報

ss

秋秋
9/17～11/13の　　　　   開催！

9/17～11/13の　　　　   開催！
土土日祝日日祝日

の体験の体験

プログラム案内
プログラム案内

プレイリーダーとあそぼう！
かんたん工作や遊びを紹介！
プレイリーダーとあそぼう！
かんたん工作や遊びを紹介！

17:00～（30分）17:00～（30分）

参加無料！参加無料！

時 間

もっと
あそびタイム
もっと
あそびタイム

11/5も楽しいイベントを計画中♪
最新情報はホームページをチェック！
11/5も楽しいイベントを計画中♪
最新情報はホームページをチェック！



令和４年度 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 

 

遊ぼう！わんぱくキャンプ 開催要項 

 

１ 趣旨 

  ・独立行政法人国立青少年教育振興機構の地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動を受け、新潟県

立こども自然王国、独立行政法人国立妙高青少年自然の家が連携して、体験活動を実施すること

で、県内の小中学生に体験の機会を提供し、活動を通して参加者の交流を深める。 

   

２ 主催    新潟県立こども自然王国、独立行政法人国立妙高青少年自然の家 

        （企画・運営：体験の風をおこそう運動推進実行委員会） 

 

３ 期日    令和４年９月２４日（土）～２５日（日） 

 

４ 会場    新潟県立こども自然王国（柏崎市高柳町３０－３３） 

 

５ 募集人員  小学 5年生～中学 3年生  25人 

 

６ 参加費   一人 7，000円程度 

        ［内訳］ 

          ・食事代   2,100円 

          ・宿泊代   2,200円 

          ・保険料    200円 

          ・レンタル料 1,000円 

          ・体験料   1,500円 

 

７ 申込方法  （１）申込期間 令和４年 8月 6日（土） ～ 9月 16日（金）  

           ※定員になり次第終了 

 

        （２）申込方法 お電話にてこども自然王国へお申込みください 

 

８ 集合・解散について 

   集合場所          ９月２４日（土） 10：45 新潟県立こども自然王国 集合 

   解散場所          ９月２５日（日） 14：30 新潟県立こども自然王国 解散 

 

 

 

 



９ 日程 

       ９月２４日（土） ９月２５日（日） 

10：45 受付開始 

11：00 開会式・オリエンテーション 

12：00 昼食 

13：30 カヌー教室 

15：30 着替え 

16：00 入室 

17：30 もっとあそびタイム（自由参加） 

18：00 夕食 

19：30 ハロウィンナイトウォーク 

20：30 入浴 

21：30 就寝準備 

22：00 就寝 

6：30 起床 

7：00 朝食 

9：00 チェックアウト 

9：30 アドベンチャーウォークラリー 

11：00 思い出工作 

12：00 昼食 

13：00 振り返りタイム 

14：00 解散式 

14：30 解散 

 

１０  個人情報の取り扱いについて 

ご記入いただいた個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構が保有する個人情報の適切な

管理に関する規程」等に基づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用し、法令等に定める

場合を除いて第三者に開示することはありません。本事業で職員等が撮影した写真や映像、制作物、

感想文等の著作物を、当機構の広報等に使用する目的で、報告書や刊行物、インターネット（ソーシ

ャルメディアサービスを含む）等に掲載することがあります。また、新聞社、雑誌社等が発行する刊

行物やインターネット（以下、「印刷物等」）に記事・写真を掲載することもあります。 なお、当機構

がインターネット上に公開した肖像及び著作物について、本人（又は保護者）から削除依頼を受けた

場合は速やかに削除します。ただし、機構発行の印刷物並びに機構以外の者が発行・運営する印刷物

等については対応できかねますのでご了承ください。 

 

１１  その他 

・新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から、中止およびプログラム変更する場合がございます。 

・台風等の悪天候によりプログラム変更する場合があります。 

・欠席の場合は、９月 17 日（土）までに連絡してください。連絡がない場合は、キャンセル料を請求

させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 ・ご質問等がございましたら、下記担当までにお問い合わせください。 

担当 事務局 

 新潟県立こども自然王国 

    梅田 貴仁 

 ℡ 0257-41-3355 

  Mail info@garuru-kururu.jp 

 国立妙高青少年自然の家 

     東條 秀大 


