平成24年7月10日現在

アウトドア活動中の事故ゼロをめざす安全キャンペーン「SAFETY OUTDOOR運動」

「アウトドア安全日」を含む７月1日～８月３１日の期間以外に実施する
安全に関するイベントについて
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施設名

国立日高青少年自然の家

NK函館地域教育グループ
函館市青少年研修センター

国立花山青少年自然の家

宮城県松島自然の家

埼玉県立小川げんきプラザ

千葉県立東金青年の家

国立中央青少年交流の家

岡山市立犬島自然の家

国立大洲青少年交流の家

土居 自然の家

住所

北海道沙流郡日高町字富岡

函館市谷地頭町５番１４号

宮崎県御池青少年自然の家

01457-6-2311

0138-23-5961

宮城県栗原市花山字本沢沼山610228-56-2311
1

宮城県東松島氏大塩字山崎5-1

埼玉県比企郡小川町木呂子561

千葉県東金市松之郷270

静岡県御殿場市中畑2092-5

岡山県岡山市東区犬島119-1

愛媛県大洲市北只1086

福岡県福岡市中央区小笹5-19-9

佐賀県黒髪少年自然の家

電話

佐賀県武雄市山内町大字宮野字
古場1888-54

宮崎県都城市夏尾町5988-30

0225-83-4815

0493-72-2220

0475-54-1301

0550-89-2020

086-947-9001

0893-24-5177

090-6194-3360

0954-45-2170

0986-33-1414

Mail

イベント名

登録事業NO

開催日時

開催場所

備考

1

雪はともだち

平成25年1月6日（日）～11日（金）

国立日高青少年自然の家

2

自然体験活動指導者養成研修

平成24年9月15日（金）～17日（日）

国立日高青少年自然の家

3

アウトドア体験いっぱい！ファイヤーキャンプ

9月1日（土）～2日（日）

函館市青少年研修センター

4

野外活動には必須！救命救急を学ぼう＋ダッチオーブ
9月23日（日）
ンピザ焼き体験講習会

函館市青少年研修センター

5

亜紀だぁ！秋の味覚でピザ祭り！お泊り会

9月29日（土）～30日（日）

函館市青少年研修センター

6

冬だぁ！テントで冬眠？風船でかまくら？お泊り会

平成25年1月8日（火）～9日（水）

函館市青少年研修センター

7

沢指導者講習会①②③④⑤⑥⑦

①6月2日（土）
②6月3日（日）
③6月9日（土）
④6月10日（日）
⑤6月15日（金）
⑥6月23日（土）
⑦6月30日（土）

国立花山青少年自然の家

アウトドアに関わるスキル・知識を向上する

8

東北地区学校教育に活かす体験活動指導者講習会

6月2日（土）～3日（日）

国立花山青少年自然の家

アウトドアに関わるスキル・知識を向上する

9

自然体験活動指導者養成研修

6月29日（金）～7月1日（日）

国立花山青少年自然の家

アウトドアに関わるスキル・知識を向上する

10

沢指導者講習会⑪

9月1日（土）

国立花山青少年自然の家

アウトドアに関わるスキル・知識を向上する

11

幼児キャンプ 大自然に“い～っぽ”秋プレキャンプ

9月8日（土）

国立花山青少年自然の家

アウトドアを安心して楽しむ

12

ジオパーク探検隊

9月15日（土）～17日（月）

国立花山青少年自然の家

アウトドアを安心して楽しむ

13

ファミリーキャンプ

9月29日（土）～30日（日）

東松島市宮古里浜周辺

14

トレッキング1in鷹来

10月13日（土）

東松島市 鷹来の森運動公園

15

ザリガニつりとうどん作り（宿泊）

9月15日（土）～16日（日）

埼玉県立小川げんきプラザ

16

九十九里浜とのふれあい

9月2日（日）

九十九里町作田川付近

17

子どもキャンプ④

9月8日（土）～9日（日）

東金青年の家近隣里山

18

里山ふれあいクラブ④

9月22日（土）

東金青年の家近隣里山

19

東金、森の子ども広場③

10月13日（土）

東金青年の家近隣里山

20

里山ふれあいクラブ⑤

10月27日（土）

東金青年の家近隣里山

21

東金、森と子ども広場④

11月17日（土）

東金青年の家近隣里山

22

里山ふれあいクラブ

11月17日（土）

東金青年の家近隣里山

23

里山ふれあいクラブ

11月23日（金）

東金青年の家近隣里山

24

星空観察①

12月8日（土）～9日(日）

東金青年の家

25

東金、森と子ども広場⑤

1月12日（土）

東金青年の家近隣里山

26

里山ふれあいクラブ⑦

1月19日（土）

東金青年の家近隣里山

27

星空観察②

2月23日（土）～24日（日）

東金青年の家

28

東金、森と子ども広場⑥

2月17日(日）

東金青年の家近隣里山

29

里山ふれあいクラブ⑧

2月17日(日）

東金青年の家近隣里山

30

里山ふれあいクラブ⑨

3月2日（土）

東金青年の家近隣里山

31

セルフチャレンジキャンプ

９月～２月

国立中央青少年交流の家

32

自然体験活動指導者養成研修

9月15日（土）～9月17日（月・祝）

国立中央青少年交流の家

33

働く若者のボランティアキャンプ

9月・10月・12月・2月

国立中央青少年交流の家

34

オープンハウス2012

10月13日（土）～14日(日）

国立中央青少年交流の家

35

体験の風をおこそう～遊びリンピック～

１０月20日（日）

国立中央青少年交流の家

36

教員免許状更新講習

11月23日（金）～25日（日）

国立中央青少年交流の家

37

子ども防災力トレーニングキャンプ

12月22日（土）～25日（月）

国立中央青少年交流の家

38

DAY CAMPとシーカヤック体験

9月1日（土）

犬島シーカヤック場

39

中秋の名月鑑賞会と釣り体験

9月29日（土）～30日（日）

犬島自然の家

40

カニと釣り体験

10月13日（土）～14日(日）

犬島自然の家

41

芋掘りと料理教室

10月27日（土）～28日（日）

犬島自然の家

42

秋の五目釣り大会

11月3日（土）～4日（日）

犬島自然の家

43

第２回 絵画教室

11月28日（水）～11月29日（木）

犬島自然の家

44

餅つきと昔遊び体験

12月22日（土）～12月23日（日）

犬島自然の家

45

手作りチョコレート教室

平成25年2月9日（土）～2月10日（日）

犬島自然の家

46

第３回絵画教室

平成25年2月27日（水）～2月28日（木）

犬島自然の家

47

冬の星空観望開

平成25年3月9日（土）～3月10日（日）

犬島自然の家

48

磯の恵みと釣り体験

平成25年3月23日（土）～24日（日）

犬島自然の家

49

チャレンジカヌーツーリング

9月30日（日）

大洲市肱川

対象 小学校５年生以上の親子 中学生以上の
カヌー経験者

50

「体験の風をおこそう」運動 推進事業
「ふれあいカヌー体験」【仮称】

9月2日（日）,9月9日（日）,１０月14日（日）

大洲市肱川

対象 小学校3～6年生の親子

51

鹿里ふるさと体験プロジェクト 棚田の秋

9月29日（土）

福岡県星野村鹿里地区

52

とびだせ星の探検隊 十五夜deお月見しよう

9月29日（土）～30日（日）

福岡県星野村 池の山キャンプ場

53

とびだせ星の探検隊 棚田de稲刈り

10月20日（土）～21日（日）

福岡県星野村 池の山キャンプ場

54

九州キャンプ大会IN星野

10月27日（土）～28日（日）

福岡県星野村

55

とびだせ星の探検隊 大豆収穫祭

11月3日（土）～4日（日）

福岡県星野村 池の山キャンプ場

56

福岡県久留米市保育所連盟・特別研修 保育所職員
研修

11月7日（水）～8日（木）

国立夜須高原青少年自然の家

57

九州森林スポーツフェスタinささぐり２０１２

12月24日（月）～25日（火）

福岡県篠栗町森林セラピー基地
若杉楽園ほか

58

とびだせ星の探検隊 てづくりお正月-1

12月22日（土）～23日（日）

福岡県星野村 池の山キャンプ場

59

とびだせ星の探検隊 てづくりお正月-2

12月29日（土）～30日（日）

福岡県星野村 池の山キャンプ場

60

鹿里ふるさと体験プロジェクト 棚田の冬

12月16日（日）

福岡県星野村鹿里地区

61

精華女子短期大学 自然体験実習2

12月22日（土）～24日（月）

大分県久住町 九重青少年の家

62

とびだせ星の探検隊 鬼火焚きと七草言えるかな？

平成25年1月5日（土）～6日（日）

福岡県星野村 池の山キャンプ場

63

とびだせ星の探検隊 ショクイク大豆アラカルト

平成25年2月23日（土）～24日（日）

福岡県星野村 池の山キャンプ場

64

夏満喫！親子アドベンチャーキャンプ

9月1日（土）～2日（日）

佐賀県黒髪少年自然の家

65

わんぱく自然塾Ⅰ期

9月29日（土）～30日（日）

佐賀県黒髪少年自然の家

66

あおぱと教室Ⅰ期

10月13日（土）～14日(日）

佐賀県黒髪少年自然の家

67

チャレンジウィンタースクールⅠ期

12月8日（土）～9日(日）

佐賀県黒髪少年自然の家

68

チャレンジウィンタースクールⅡ期

平成25年1月19日（土）～20日（日）

佐賀県黒髪少年自然の家

69

チャレンジウィンタースクールⅢ期

平成25年2月2日（土）～3日（日）

佐賀県黒髪少年自然の家

70

チャレンジ！焼き物つくりと野鳥観察

平成25年2月16日（土）～17日（日）

佐賀県黒髪少年自然の家

71

あおぱと教室Ⅱ期

平成25年3月23日（土）～25日（月）

佐賀県黒髪少年自然の家

72

防災教育指導者研修

①10月16日（火）
②12月4日（火）

宮崎県御池青少年自然の家

73

第3回ぐるっと霧島探検隊

10月20日（土）～21日（日）

宮崎県御池青少年自然の家

74

第4回ぐるっと霧島探検隊

平成25年1月12日（土）～13日（日）

宮崎県御池青少年自然の家

75

体感！！ジオサイト

平成25年1月27日（日）

宮崎県御池青少年自然の家

hidaka-hp@niye.go.jp

fururu@msd.ncv.ne.jp

hanayama@niye.go.jp

mtyagai@pref.miyagi.jp

info@ogawagenki.com

babato.info@tougane-youth.jp

sy.mochizuki@niye.go.jp

inujima@city.okayama.jp

ozu@niye.go.jp

doi.ns.taisuke@gmail.com

kurosyou@kurokami-saga.jp

miike@msg.ac.jp

※各イベントにつきましては、それぞれの施設・団体へ直接お問合せください。
登録施設（団体）：12施設（団体）【国立施設：4施設、公立（教育委員会を含む）施設（団体）：7施設（団体）、民間団体：1団体】
登録事業：75事業【国立施設：17事業、公立（教育委員会を含む）施設（団体）：45事業、民間団体：13事業】
【問い合わせ先】独立行政法人国立青少年教育振興機構 教育事業部 事業課 連携協力係
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３番1号

TEL::03-6407-7686、7687

FAX03-6407-7699

Mail:honbu-renkeikyouryoku@niye.go.jp

URL:http://www.niye.go.jp:

海と川の接する汽水城の自然を体験

冬の星空がよく見える大田で観察 野外炊事も
楽しむ

野外での星空観察とファイヤー、炊事を楽しむ

