令和４年度 東毛青少年自然の家事業案内
申し込み・問い合わせ
東毛青少年自然の家
電話0277-78-5666
住所 太田市藪塚町３６５７(東武桐生線藪塚駅より徒歩３０分)
事

業

実施日

名

青少年ボランティア体験
主催事業の手伝いや、施設環境整備、
子どもたちへの活動支援をします。

利用団体指導者研修会
利用団体指導者対象の研修会です。

春の新緑登山
新緑の茶臼山登山をしたあと、お風呂
に入り、昼食を食べます。

青少年ボランティア養成
実技や講習を通して野外活動のボラン
ティアを学びます。

親子キャンプ
「深めよう！ 親子の絆」
親子でキャンプを体験します。

親子防災キャンプ
避難所での生活をシミュレーション体
験し、防災について学びます

東毛キッズキャンプ
「チャレンジ イン 東毛」
異年齢集団を編成し、２泊３日で各種
体験活動を行います。
群馬県民の日記念事業

とうもうオープンデー
自然の家の一日を楽しんでください。

秋の紅葉登山
紅葉の茶臼山登山をしたあと、お風呂
に入り、昼食を食べます。

ぐんまいきいきチャレンジ

・

募集期間

実施日 ８月～２月の主催事業日 および

募集対象・定員・参加費

おもな内容

象 中学生・高校生・大学生・ ・主催事業の手伝い
土日祝日や長期休業中の都合のつく日
短大生・専門学校生等 ・子どもたちへの支援
募集
・野外炊事、クラフト補助
ボランティアのできる日を事前にお 参加費 無料
知らせください。
・施設の整備
実施日 ①４月１３日(水)
対 象 利用団体の指導者
・利用説明、施設説明
②７月２２日(金)
または活動の中心者
・活動メニューの紹介
参加費 無料
・野外活動講習（希望者）
※野外炊事講習参加者は食費等 ・野外炊事講習（希望者）
対象の団体には案内を発送します。
実施日 ４月２９日(金)
対 象 どなたでも
・茶臼山登山
日帰り 定 員 ５０名
・入浴（希望者）
募 集 ４月１５日(金)～２１日(木)
参加費 一人 ５００円
・昼食会
窓口で参加費を添えて申し込む
実施日 ７月９日(土)～１０日(日)
対 象 高校生・大学生・短大生 ・野外活動、野外炊事
１泊２日
専門学校生等
・レクリエーション
募 集 ６月３日(金)～７日(火)
定 員 ３０名
・キャンプファイヤー
電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選 参加費 ２，０００円
・講義
実施日 ９月３日(土）～９月４日(日)
対 象 県内の小中学生とその保護者 ・テント泊
過年度の参加者は参加できません ・野外活動、野外炊事
１泊２日
募 集 ７月２９日（金）～８月２日（火） 定 員 １０家族
・火起こし、バーベキュー
電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選 参加費 一人
４，５００円 ・スウェーデントーチ
実施日 ９月１０日(土)～１１日(日)
対 象 県内の小中学生とその保護者 ・避難所宿泊体験
１泊２日 定 員 ５家族
・ロケットストーブづくり
募 集 ８月５日（金）～９日（火）
参加費 一家族3，０００円
・炊き出し体験
電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選
＋一人２，０００円
・防災学習
実施日 １０月８日(土)～１０日(月)
対 象 県内の小学４年生～６年生 ・テント泊
２泊３日 定 員 ４０名
・野外炊事
事前学習
９月１９日(月)日帰り
定員をこえた場合は抽選 ・登山
・キャンプファイヤー
募 集 ７月２９日（金）～８月２日（火） 参加費 ７，０００円
電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選
・クラフト
対 象 家族・一般（どなたでも） ・うどんづくり
実施日 １０月２９日（土） 日帰り
日帰り 定 員 ３００名
・ピザづくり
募 集 ９月２３日(金)～２７日(火）
参加費 参加する内容によって ・棒巻きパン
異なります。
電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選
・クラフト
実施日 １１月２７日(日)
対 象 どなたでも
・茶臼山登山
日帰り 定 員 ５０名
・入浴（希望者）
募 集 １１月１１日(金)～１５日(火)
参加費 一人 ５００円
・昼食会
窓口で参加費を添えて申し込む
不登校や障がい等のある ・野外活動、野外炊事
対象
実施日 相談の上決定

様々な要因により社会と上手く関われ 募集
ない青少年の体験活動を支援します。

対

児童生徒が所属する学校
や団体、市町村適応指導
教室等

実施予定日の１か月前までに

参加費 食費等

・クラフト
・キャンプファイヤー

週末デイキャンプシリーズ
①ハンバーガーづくり

実施日 ８月２１日(日)

日帰り

対象

県内の小中学生とその保護者

定員
１５家族
石がまで焼いたバンズパンに手ごねハ 募 集 ７月１５日(金)～１９日(火)
ンバーグを焼いてはさみます。
電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選 参加費 一人８００円

②バウムクーヘンづくり

実施日 １１月２０日(日)

日帰り

対象

県内の小中学生とその保護者

・バンズパンづくり
・ハンバーグづくり
・昼食会
・バウムクーヘンづくり

定員
・お茶会
１５家族
炭火をおこしてバウムクーヘンを手作 募 集 １０月１４日(金)～１８日(火)
電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選 参加費 一家族1000円＋一人100円
りします。

③焼まんじゅうづくり
粉から焼まんじゅうをつくります。

④おっきりこみづくり
粉からおっきりこみをつくります。

⑤ソーセージづくり

実施日 １２月４日(日)
募

日帰り

集 １０月２８日(金)～１１月１日(火)

電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選

実施日 １２月１８日(日)
募

日帰り

集 １１月１１日(金)～１５日(火)

対象

県内の小中学生とその保護者

・焼まんじゅうづくり

定員

１５家族

・竹ぐしづくり

参加費 一人８００円
・昼食会
県内の小中学生とその保護者 ・おっきりこみづくり
対象
定員

１５家族

電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選

参加費 一人８００円

実施日 ２月５日(日)

対象

日帰り

県内の小中学生とその保護者

・昼食会
・ソーセージづくり

定員
・ドッグパンづくり
５家族
ソーセージを手作りし、石がまでドッ 募 集 １月６日(金)～１０日(火)
電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選 参加費 一家族１，０００円＋一人２００円 ・昼食会
グパンを焼きます。

⑥石がま焼きピザづくり

実施日 ２月１９日(日)

粉からピザをつくり、大きな石がまで 募
焼きます。

日帰り

集 １月１３日(金)～１月１７日(火)

電子申請システムで申し込む。応募者多数の場合は抽選

対象

県内の小中学生とその保護者

定員
１５家族
参加費 一人８００円

・ピザづくり
・昼食会

