
平成26年度　国立赤城青少年交流の家　主催事業一覧 H26.4.1

　 区分 番号 初期事業名 概要 実施日 主担当 副担当

1
赤城やまなみチャレンジキャンプ
(７泊８日キャンプ)

自然の中で長期間生活することにより、困難な体験を通じ、
我慢すること、協力することを学ぶ。

8/16（土）～8/23（土） 　　  7泊8日 1回 新井義 木暮

2 サンサンかがやきキャンプ
(障がい児キャンプ)

障がいのある子が、それぞれの地域で同年代の子と共に学
び育つきっかけづくりとし、普段体験できない活動を通して、
物事に対する知識や、チャレンジすることの楽しさを学ぶ。

8/30（土）～8/31（日）
11/8（土）～9（日）
2/7（土）～8（日）

１泊２日 ３回 江原 落合

3 あかぎ多文化共生推進事業
日本(文化)に慣れない在日外国人を自然の中へ連れてい
き、日本文化を楽しく体験し、日本への理解を深める。

8/27（水）～29（金）
10/17（金）
1/16（金）
3/2（月）

日帰り・1泊2日 ４回 井上 落合

4 フレンドシップキャンプ（通学合宿）
富士見町内の4校に通う小学6年生を対象に、当所から小学
校へ通う5日間程度の合宿を行い、中学校で一緒になる前に
他校の子どもたちの交流活動を行う。

秋季もしくは冬季 未定 1回 根岸 新井義

5 あかぎ森林守り隊
～交流の森創造プロジェクト～

松枯れにより荒廃した施設周辺の林野を再生する｢森林守り
隊｣を組織し、森遊びやフィールド整備を通して環境学習を行
う。

随時 団体の希望に応じて 根岸 山田

6 自然体験活動指導者養成研修会
全国体験活動連絡協議会（NEAL）が認定する指導者カリ
キュラムに則り、入門編であるリーダーの養成研修を行う

11/1(土）～3（月） 2泊3日 １回 新井義 黛

7 ボランティア養成セミナー
講義や体験活動を通し、ボランティア活動への興味や具体的
なイメージをもたせ、青少年教育施設で活動するボランティア
を養成する。

5/24（土）～25（日）
10/25（土）～26（日）

1泊2日 ２回 木暮 根本

8 あかぎ自然学校フォーラム
群馬県及び関東甲信越の体験活動の指導者が一堂に会し、
情報交換やネットワーク構築の機会とする。

 2/14（土）～15（日） 1泊2日 1回 黛 根岸

9 教員免許状更新講習
当所の自然環境や人間関係を構築するためのプログラムの
体験を通して，免許状更新ともに，教員の資質向上を図る。

7/29（火）～31（木）
8/22（金）～24（日）

2泊3日 ２回 小川 根本

10 リスクマネジメントセミナー
体験活動を行う際に必要なリスクマネジメントについて専門
的に学ぶための指導者研修を行う。（CONEとの連携事業）

 1/17（土）～19（月） 2泊3日 1回 高瀬 根本

10
大人の自然文化体験教室（エクササイ
ズキャンプ）

自分たちの生活習慣を見直して、健康的な生活を送ることが
できるようにする。

1/24（土）～25（日） 1泊2日 1回 根本 根岸

11 大人の自然文化体験教室（登山教室）
青年層を対象に赤城の自然を生かしたプログラムを通して、
人と人とのコミュニケーション能力不足の解消、自然との関わ
りの機会とする。

3/7（土）～8（日） 1泊2日 1回 黛 小川

12
赤城自然エネルギー体験の家プロジェ
クト

赤城交流の家を環境教育（特に自然エネルギー）の学びとし
て活用できるように、科学体験のイベントなどを行う。

8月→群大で
11/16（日）

日帰り ２回 新井義 織間

12 あかぎ体験お届け隊
様々な体験プログラムを所外に出かけて提供する。体験の風
を起こそう運動の趣旨に基づいて活動する。

通年 黛 根岸

13 桜フェスタ
地域の方々を対象に花見のフェスティバルを開催し，当所の
施設やプログラムに関心を持っていただく。

　4/12（土） 　　　日帰り　　 1回 根岸
企画チー
ム全員

14 秋のアウトドアフェスタ
地域の方々を対象に野外体験のフェスティバルを開催し，体
験活動に関心を持っていただく。

10/26（日） 日帰り 1回 黛
企画チー
ム全員

15 各種スポーツカップ大会
バスケット等の交流試合を行うとともに、子ども達に「生活」体
験を提供し、相互交流、コミュニケーションがはかられるよう
な大会を行う。

7/5（土）～6（日）バスケ
11/1（土）～2（日）野球
12/6（土）～7（日）野球
12/27（土）～28（日）バスケ
1/31（土）～2/1（日）バスケ
2/28（土）～3/1（日）野球
3/7（土）～3/8（日）ソフト

日帰り・１泊２日 7回 井上
木暮
織間

16 風っこファーム事業
※上毛新聞主催　協働事業

赤城南麓にある古民家をベースに、農業をメインにした体験
活動を通年実施する 4/5～2/11 月1回 13回 黛

ボランティ
ア＆企画
チーム

17 子どもゆめ基金説明会
近隣の民間団体を対象にした夢基金の利用について，よりわ
かりやすく申請ができるよう当所が説明会を開催する。 11/8（土） 　　　日帰り １回 高瀬 織間

18 学校プログラムスキルアップ研修会
施設見学・利用相談にあわせ、本所の活動プログラムを体験
し、指導のコツを学べる研修会。

通年 日帰り 井上
利用チー
ム全員

19 学校プログラム支援事業
本所の職員が企画から指導まで担当し、学校利用に質の高
い自然体験をプロデュースする事業

9月～11月 2泊3日等
木暮
井上

各校に割
り当て

20 森のようちえんプロジェクト
県内幼稚園から、日帰りで幼稚園生の受け入れをし，あかぎ
の森の中で様々な自然体験を提供する。（NPOあかぎの森の
ようちえんが行う事業を支援する）

通年 日帰り・１泊２日 江原 川崎

21 ぐんぐんアドベンチャーキャンプ
県内の小学校の低学年を対象に入門編の自然体験（はじめ
てキャンプ）を提供する。（NPOあかぎの森のようちえんが行
う事業を支援する）

7/19（土）～20（日）
9/20（土）～21（日）
10/11（土）～12（日）

1/17（土）～18（日）　　　　2/7
（土）～8（日）

1泊2日 ５回
木暮
井上

22 福島こども力プロジェクトふみだす探検
隊　　※本部主催事業（東日本大震災復興財団共催）

思い切り外遊びができない福島の子供達を群馬に招待して
地域資源（水、森、食、人情、雪）を活かした体験活動プログ
ラムを提供する。

11/22（土）～24（祝）南牧村
12/25（木）～28（日）嬬恋村
1/10（土）～12（祝）前橋市赤城

少年自然の家

2泊3日、3泊4日 ３回 小川 木暮
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