
あそびの楽校とは？

● 創造する、挑戦する、協力するやり抜く力の育成
● 大人や異年齢とのふれあいによる社会力の育成
● 親子が一緒に過ごす時間や共同作業による絆の深まり

次世代を担う子どもたちが、自然体験や外遊びでの「つくる」
「あそぶ」「かかわる」活動を通して創造力とたくましさ、協調性
と自立心を養うことを目的としています。

安全安心の確保
各プログラムの開催主催者はNEAL（全国体験活動指導者認定委員会）の資格保持者
を原則としております。自然体験をはじめとした体験活動を実施するうえで必要な正し
い知識と経験を有する指導者がプログラム運営をしております。

松川町の100年後にも遺したい地域ブランド（地域の宝）を体感できる滞在交流型の観光を
推進し、地域住民や地場産業等多様な関係者との連携により地域経済の振興を図り、以って、
持続可能な地域づくりを目指します。

https://dansuki.jp/organization/
松川町  あそびの楽校 検索松川町教育委員会 ×

参加者の声

2021 ご案内

NEAL（全国体験活動指導者認定委員会）について　http://neal.gr.jp/
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こども
★おもしろかった×16 ★つかれたけどたのしかった
★ホーホケキョの鳴きまねが楽しかった　★かえりたくない
★川遊びがたのしかったです×３ ★エゴの実の泡遊びは新しい発見でとても楽しかった
★家族みんなでテントを張ったこと ★川でカニを観たり砂を投げたこと
★お米がたくさんかれて楽しかった ★火をおこしてマシュマロをやいたのが楽しかった
★外でたいたお米を食べれて楽しかった
★きちを作ったときはたのしかった ★思ったよりクマの肉がおいしかった

おとな
★コロナで出歩けないから参加できて嬉しい
★子どもより大人が大はしゃぎ!!でも、そんな姿を見せるのがいいのかも！！
★娘のニーズに即興的に応えていただけたことに感激でした
★子供たちだけで考えて遊びをよりよくしていったりと発見が見れ良かった
★昨年より、田んぼの仕事をがんばってやっていたので、成長したなと思った
★森の中で過ごすことができ、とても心が満たされた
★もっとおよりての森の散歩や食事など楽しみたい
★シカのお肉の説明や背景のお話など大人も大変勉強になる美味しく楽しいクラブでした
★身近な川で生きもの探しや川遊びができてよかった
★自然の中でたくさんの子と遊べて楽しい時間になりました
★葉っぱの絵本がたくさんあるんだなと思った
 

（一社）南信州まつかわ観光まちづくりセンター

運営  （一社）南信州まつかわ観光まちづくりセンター

〒399-3304長野県下伊那郡松川町大島2788-1  まつかわ旅の案内所

「出前あそびの楽校」（保育園・放課後こども教室・児童館なども予定しています）

● 地域の宝（地域ブランド）である暮らし・人・自然にふれ
　 地域の魅力に気づき、地域に対する誇りや郷土愛を
　 醸成する。

主催 運営

お問合せ
松川町教育委員会 生涯学習課
松川町中央公民館えみりあ
TEL.  0265-36-2622
FAX.  0265-34-0744

メール
syougaku@matsukawa-town.jp

受付　平日8:30～17:15 



＊補助輪なしで自転車に乗れる小学生以上で「サイクリングスクール」
に参加出来る方（未就学児については保護者同伴なら可）

開催日

対象

対象

日本一楽しい自転車教室「ボンシャンスサイクリングスクール」で楽しく
安全で正しい乗り方を習得します。受講者は「ちゃりんこゴーゴー探検
隊」として色々な所にサイクリングで探検に行きます。

冒険クラブ

ちゃりんこゴーゴー探検隊

外ごはんクラブ

5/16、6/13、7/11、8/29、9/12、10/17、11/14、2/27、3/13

5/3、6/26、10/24、11/7

小学生～ 対象 全年齢・ご家族

開催日

対象

森であそぼう 

10/31、12/19、1/22開催日

森カフェとは、カフェのように誰もが気軽に行ける森
のこと。森カフェで自然を身近に感じてもらい、たき
火と共に心地よい時間を過ごせます。用意された椅
子、テーブルなどを使い個々で調理したり、飲み物を
楽しんだり。自由に自分のペースで森の中で遊んだ
り、ハンモックにゆられてゆっくり過ごしたり…と、家
族で自然を満喫できます。

開催日 5/22、9/23、10/23開催日

みなさんラーメンは好きですか？この回では、一
緒にラーメンを作ります。竹からメンマを作った
り、温泉から塩を作ったり、シカでチャーシューを
作ったりと究極の一杯を目指しましょう。

田んぼは、生きものがたくさん！いつも食べている「お米」を
つくるダイジなところ！そんな田んぼで生きもの探しや泥
あそび、田うえをします。秋はいねかりに、新米たきたてご
はん。外でたき火やおりょうりも楽しめます！会場は160さ
いのおうちがある市場（いちば）の田んぼになります。

オクトーバーディア ネイチャーキッズ キャンパーズヴィレッジ

スノーキャンプ 森カフェ 森のプレーパークシャワークライム
マウンテンクライム

生き物探し
きち作りなど

ラーメンづくり!? 田んぼの楽校

ボンシャンスサイクリングスクール/ちゃりんこゴーゴー探検隊

イチバプロジェクト

イチバプロジェクト
エコニコ・ファシリテーション
フォレストパーク

フォレストパーク

担当：おすぎ担当：おすぎ

担当：
バティ・あやちん
あいす・みかん

担当：あやちん・あいす・みかん担当：あやちん・あいす・みかん

担当：
あいす、あやちん

みかん、だいしろー

オクトーバーディア 担当：おすぎ

担当：
だいしろー、あいす

バティ、みかん

担当：れっつごー

担当：れっつごー担当：れっつごー担当：はなちゃん担当：はなちゃん

● 今年度のプログラムについては、新型コロナウイルス感染の　
　 影響により、延期や中止、または内容変更を行う場合がございます。

● コロナ対策につきましては、免疫学専門家の指導にもとづき
　 ガイドラインを策定し、運営いたします。

● 参加者のみなさまへお願い
　・体調が悪いときは参加しないでください。
　　当日は健康チェックシートへの記入にご協力ください。
　・運営者の指示に従い、感染防止に積極的にご協力ください。
　

新型コロナウイルス感染拡大防止対策

7/1０、8/8、9/11、12/5、１/23

小学生～
開催日

対象

8/7、８/22、11/6

小学3年生～
小学2年生以下は
保護者同伴なら可

開催日

対象

2022/2・19～20（1泊2日）

小学3年生～ 対象 全年齢（小学生までは大人と参加）

6/27、7/25、11/28開催日

プレーパークとは、子どもたちの冒険の遊び場です。
普段なかなかできないような、土遊び、水遊び、焚き
火など自然遊びを自由に楽しめる場所です。
木や竹、土や水などの自然の素材を自由に使って、子
どもたちが「やってみたいこと」をやりたいように遊ん
で過ごせます。大人も一緒に遊んだり、子どもたちを
見守りながら自然を楽しめます。

対象 全年齢（小3までは保護者同伴）

外あそびと生きものが大好きなおすぎ
が担当する冒険クラブは、森や川で生
きものを探したり、ひみつきちを作った
り、松川の自然を思いっきり楽しむ内
容になっています。一緒に自然の楽しみ
方を探しに行きましょう。

この大冒険を知らずに君は大人に
なれるのか!!!
全身で味わう伊那谷ネイチャースペ
クタクル

スノーキャンプではスキー教室のよう
にスキーの技術を教えるだけではなく、
色々な雪遊びなどもして雪あそびを楽
しむ事で冬の自然を楽しむキャンプで
す。＊詳しくはあそびの楽校まつかわ
冬の季節チラシにて

5/19、6/16、7/21、8/25、9/15、10/20
11/17、12/15、1/19、2/16
（第3水曜  8月のみ第4水曜）

対象 0歳～未就学児の親子

開催日

森のこどもえんでは、それぞれのペースや興味関心を大
切に、自由に自然の中であそびます。子どもの感性、想
像力、考える力を見守りながら、おとなも自然に包まれ
てホッと癒される時間を一緒に過ごしてみませんか？

5/4（祝火）

対象 保育園児～小学2年生（保護者同伴）
※兄弟関係の3年生以上は要相談

開催日

森のこどもえん特別バージョン「山のこどもえん」。
小八郎岳に登ろう。お山の上で食べるおむすびは
きっと忘れられない味になる。小さなクライマーの
誕生だー!! 保護者の皆さんは親子で楽しむアウトド
アライフの満喫方法や注意事項も学べます。

■5.6.7月：サイクリングスクール（安全で正しい乗り方の習得）
■8月～3月：ちゃりんこゴーゴー探検隊　※サイクリングスクールを１回以上受講した方が対象

ボンシャンス

担当：はなちゃん担当：はなちゃんネイチャーキッズ
山のこどもえん森のこどもえん

● 対象年齢は安全管理や体力、理解力を
考慮し設定しておりますが、対象年齢外の
参加が可能な場合もあります（親子参加な
らOK、子どものペースで楽しむならOKな
ど）。担当までご相談ください
● 野外で行うプログラムのため安全上、一
定の条件に満たない方の参加はお断りする
場合もございます。
● プログラム内容は、天候などにより予定
を変更する場合、不催行になる場合がござ
います。

森のこどもえん

年間シリーズご案内 くわしくは季節ごとに配布するチラシ・松川町WEBサイトをご覧ください


