
相談の上決定 群馬県立東毛青少年自然の家 なし
不登校や、障がい等
のある児童生徒が所
属する学校や団体、市
町村適応指導教室等

ぐんまいきいきチャレンジ ・野外活動・野外炊事・クラフト・キャンプファイヤー

4月27日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 約40人 小・中学生と
その家族 親と子のバードウォッチング

北毛の豊かな自然の中で生きる野鳥たちを双眼鏡で探しな
がら、鳴き声や姿を身近に感じ、その生態や観察の方法など
について学ぶ。

4月27日（土）～4月28日（日） おにし青少年野外活動センター 40人
※先着順、最少催行人数10人 小学2年生～6年生 はじめてのテントキャンプ テント設営、マキ拾い、マキでごはん焚き、芝すべりなど

4月27日（土） 群馬県立妙義青少年自然の家 100人 親子（中学生以下の
子どもとその保護者）

親子登山①
「新緑の妙義登山」

親と子が、爽やかな新緑の中、妙義登山をしながら絆を深
め、第四石門を目指す。

4月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

5月26日（日） 伊勢崎市青少年育成センター 30人 小学生以上 キンボール教室
約１ｍの巨大ボールをつかった新感覚スポーツ「キンボー
ル」。講師はなんとキンボール元日本代表選手！いまからキン
ボールをはじめれば、未来の日本代表は君かもしれない！？

5月3日（金）～5月5日（日） 前橋市赤城少年自然の家 24人 小学生～中学生 赤城山GWキャンプ 野外炊事・登山・ネイチャーゲーム・キャンプファイヤー

5月18日（土）～5月19日（日）　 国立赤城青少年交流の家 20人 高校生・大学生等 ボランティア養成セミナー ボランティア活動に参画したいという意識を育て、ボラン
ティア活動を行う上で必要な知識・技能について習得する。

5月25日（土）～5月26日（日） おにし青少年野外活動センター 40人
※先着順、最少催行人数10人 小学2年生～6年生 春の川の学校 川の水棲昆虫や魚取り、芝すべり

5月25日（土） 群馬県青少年会館 20人 県内大学生及び
専門学校生など ボランティア体験講習会 ボランティアに関する知識や技術の習得及びボランティア

活動の推進を図る。

5月18日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人
様々な要因により社
会と上手く関われな
い小・中・高校生とそ
の保護者及びOB

ぐんまいきいきチャレンジ 
「北毛フレンドリークラブ2019」

様々な要因により社会と上手く関われない青少年に対して、自
然体験や生活体験・共同体験をとおして、心の居場所づくりをす
る。また、様々な要因により社会と上手く関われない子どもを抱
える親に対しては、カウンセリングや情報交換等を行い、心の安
定を図るとともに、親同士の交流を深める。親の会では、フレン
ドリーOBの親子とも交流を図り、様々な情報交換を行う。

5月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

3月3月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

6月15日（土）～6月16日（日） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人 高校生以上の
青少年 青少年ボランティア養成

講義や演習等をとおして、ボランティア活動の意義や留意点
を学ぶとともに、地域社会の一員として積極的に社会貢献に
取り組もうとする青少年を育成する。

6月20日（木） 群馬県青少年会館 20人 おおむね
30歳未満の社会人 社会人研修会 コミュニケーション能力の向上及び参加者同士の交流を

図る。

6月22日（土）～6月23日（日） おにし青少年野外活動センター 40人
※先着順、最少催行人数10人 小学2年生～6年生 キャンプの達人  春 ナイフやナタの使い方を学び、自分でご飯を炊く、芝すべり

6月22日（土）～6月23日（日） 群馬県立妙義青少年自然の家 20人 高校生~大学生年代
の青少年 青少年ボランティア養成 高校生・大学生等がボランティアや自然体験の知識・技術を

実際の活動をとおして学ぶ。

6月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

6月26日（水） 群馬県青少年会館 30人
県内公民館・市町村青少年
教育関係者・社会教育団体
関係者・学校教職員等

市町村青少年
教育担当者研修会

広報チラシ等のデザイン構成能力の向上及び参加者同士の
交流を図る。

6月29日（土）～6月30日（日） 国立赤城青少年交流の家 20人 18歳以上 自然体験活動指導者養成
研修会（リーダー研修）

青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子どもの発
達段階に応じて適切かつ安全に指導ができる自然体験活動
指導者を養成する。

6月30日（日） おにし青少年野外活動センター なし 中学生以上のアウトド
アスタッフを目指す方 ボランティアアカデミー 各種アクティビティの体験

7月6日（土）～7月7日（日） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人 高校生以上の青少年 青少年ボランティア養成
講義や演習等をとおして、ボランティア活動の意義や留意点
を学ぶとともに、地域社会の一員として積極的に社会貢献に
取り組もうとする青少年を育成する。

７月６日（土）～７月７日（日） 群馬県立東毛青少年自然の家 ３０人 高校生・大学生・短大生
専門学校生等 青少年ボランティア養成 ・野外活動・野外炊事・レクリエーション・キャンプファイヤー・

講義

7月13日（土）～7月14日（日） おにし青少年野外活動センター 40人
※先着順、最少催行人数10人 小学2年生～6年生 川がきキャンプ 流しそうめん、川遊びや生き物採取、川の冒険（プチキャニオ

ニング）、想い出クラフト

7月10日（水）～7月11日（木） 群馬県立妙義青少年自然の家 10名程度 社会とうまく関われない
小～中学生

ぐんまいきいきチャレンジ 
「妙義フレンドリークラブ」

さまざまな理由で社会とうまく関われない青少年が、登山や
野外料理、クラフト活動を体験する。

7月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

7月13日（土）～7月14日（日） 国立赤城青少年交流の家 18人 小学5年生～中学生 限界突破キャンプ
事前キャンプ

７泊８日の限界突破キャンプを実施するにあたり、事前に初
めて出会う参加者同士の交流を深めるプログラムを通して
仲間づくりを行う。

7月20日（土）～9月1日（日） 群馬県立北毛青少年自然の家 8期間
各5人程度 学校推薦の高校生 青少年ボランティア体験 

「夏休み高校生施設ボランティア」
夏季休業中の高校生にボランティア体験や社会参加の機会
を提供し、主体性や社会性を育む。

7月20日（土）～8月31日（土） 群馬県青少年会館 なし 県内在住の
小学生～一般社会人 ふれあい居場所づくり事業 夏の長期休業期間に青少年会館施設を学習室として勉強に

取り組む。7月20日（土）～8月31日（土） 群馬県青少年会館 なし 県内在住の
小学生～一般社会人 ふれあい居場所づくり事業 夏の長期休業期間に青少年会館施設を学習室として勉強に

取り組む。

7月20日（土）～7月21日（日） 群馬県青少年会館 親子15組
30名

県内在住の
小学3～6年生親子 親子ふれあい会館ロッジⅠ 親子での木工作とレクリエーション及び参加者同士の宿泊

を通した交流を図る。

7月下旬 群馬大学 90名
桐生市・みどり市近
郊の小学校高学年
（４、５、６年生）

２０１９ぐんだいで遊ぼう
「ものつくり体験・おもしろ探検」

小学生高学年を対象に、ものつくりの体験や実験を行い、も
のつくりの楽しさや科学のおもしろさを知ってもらうイベン
トです。

夏季休業中　7月末~8月末 群馬県立妙義青少年自然の家 総数50名程度 中学生・高校生 青少年施設
ボランティア体験

中学生・高校生が所内の清掃活動や環境整備、薪割体験等
のボランティア活動を行う。

７月23日（火）・７月30日（火）・
８月６日（火）・８月20日（火） 高崎青年センター 16組 高崎市・安中市在住の

小学生とその保護者 親子卓球 小学生とその保護者を対象に卓球の基礎を学び、ゲームを
して楽しむ。

７月20日（土）・７月27日（土）・
８月17日（土)・８月24日（土) 高崎青年センター 20人 高崎市・安中市在住

の小学生 こども空手 空手道の基本技術やルール、武道における礼儀等を楽しく
学ぶ。

７月24日（水）・７月31日（水）・
８月７日（水）・８月21日（水） 高崎青年センター ２０人 高崎市・安中市在住の

小学３年生～６年生 子ども英会話 簡単な英会話を通して、英語についての興味関心を高める。

8月3日（土）～8月10日（土） 国立赤城青少年交流の家 18人 小学5年生～中学生 限界突破キャンプ
（７泊８日キャンプ）

７泊８日の移動型キャンプで、仲間と共に、登山・自炊などの
活動を、最後までやり抜くことを通して、何事にも自信を持っ
て取り組める力を育む。

8月4日（日） 群馬県青少年会館 50人 県内在住の
小学1～6年生 夏休み宿題お助け隊 青少年ボランティア団体のお兄さんお姉さんによる支援者

のもとで夏休みの宿題を行う。

8月4日（日）~8月7日（水） 群馬県立妙義青少年自然の家 40名 小学4年生～6年生 妙義キッズアドベンチャー 妙義の自然に触れながら仲間と助け合い、野外料理や自然
体験、宿泊体験等に挑む。

8月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

8月4日（日）～8月7日（水） 群馬県立北毛青少年自然の家 40人 小学4年～中学3年 北毛キッズキャンプ
「ふれあい・感動・夢体験」

北毛の豊かな自然の中で、3泊4日の宿泊体験やキャンプ生
活をとおして、様々な体験活動や協働作業・共通体験をする
ことにより、子どもたちの社会性や生きる力をはぐくむ。

8月25日（日） 群馬県青少年会館 制限無し
県内在住の中・高校生・
学校に在籍していない
概ね20歳未満の青少年

G-SKY第１回進路相談会 関係諸学校・機関等との相談を通して自立支援を図る。

8月6日（火）～8月9日（金） 群馬県青少年会館 30人 県内在住の小学生 夏休みキッズスクール 大学生ボランティアによる支援者のもとで夏休みの学習及
び参加者同士の交流を図る。

8月8日（木）～8月13日（火） 前橋市赤城少年自然の家 24人 小学4年生～
中学3年生 夏の大冒険キャンプ テント泊・野外炊事・登山・カッター・キャンプファイヤー

8月11日（日） おにし青少年野外活動センター 20人※先着順
最少催行人数2人

年長～大人※年長及び
小学１年生は保護者同伴 日帰り冒険川あそび 川の冒険プログラム

8月12日（月） おにし青少年野外活動センター 20人※先着順
最少催行人数2人

年長～大人※年長及び
小学１年生は保護者同伴 日帰りカヌースクール リバーカヌーツーリング

8月17日（土） 伊勢崎市青少年育成センター 30人 小学生以上 まゆだまクラフト教室 「繭と生糸は日本一」。群馬が誇る特産品、まゆだまをつかっ
た工作に挑戦しよう。

8月中旬 群馬大学 なし 小学生、中学生及びその
保護者、教員、一般の方 群馬ちびっこ大学 実験、展示コーナーを設置して子どもたちに実体験を通じた

学習機会を提供するものです。

８月２２日（木）～８月２４日（土） 群馬県立東毛青少年自然の家 ４０人 県内の
小学４年生～6年生

東毛キッズキャンプ
「チャレンジ  イン  サマー」

・テント設営・片付け・野外炊事
・キャンプファイヤー・ハイキング

8月24日（土）～8月25日（日） 群馬県立妙義青少年自然の家 10家族 親子（中学生以下の
子どもとその保護者） 親子キャンプ①

親と子が、妙義山麓の豊かな自然の中で、テント泊や野外料
理等を楽しみながら絆を深める。

8月24日（土）～8月25日（日） 群馬県青少年会館 20人 県内在住の
中・高校生

中学生・高校生
交流ボランティア体験

ボランティアに関する基礎的知識の習得と体験活動及び参
加者同士の交流を図る。8月24日（土）～8月25日（日） 群馬県青少年会館 20人 県内在住の

中・高校生
中学生・高校生
交流ボランティア体験

ボランティアに関する基礎的知識の習得と体験活動及び参
加者同士の交流を図る。

８月３１日（土）～９月１日（日） 群馬県立東毛青少年自然の家 １０家族 県内の小学生と
その保護者

親子キャンプ①
「深めよう！ 親子の絆」

・クラフト・野外炊事
・キャンプファイヤー・家族でテント泊

8月24日（土）～8月25日（日） 群馬県青少年会館 20人 県内在住の
中・高校生

中学生・高校生
交流ボランティア体験

ボランティアに関する基礎的知識の習得と体験活動及び参
加者同士の交流を図る。8月31日（土）～9月1日（日） 群馬県立妙義青少年自然の家 10家族 親子（中学生以下の

子どもとその保護者） 親子キャンプ②
親と子が、妙義山麓の豊かな自然の中で、テント泊や野外料
理等を楽しみながら絆を深める。

土曜や日曜・祝日および
長期休業中の都合のつく日 群馬県立東毛青少年自然の家 なし 高校生・大学生・短大生

専門学校生等 青少年ボランティア体験 ・主催事業の手伝い・子どもたちへの支援・野外炊事・クラフ
ト補助・施設の整備

9月9月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

９月７日（土）～９月８日（日） 群馬県立東毛青少年自然の家 １０家族 県内の小学生と
その保護者

親子キャンプ②
「深めよう！ 親子の絆」

・クラフト・野外炊事
・キャンプファイヤー・家族でテント泊

9月7日（土）～9月8日（日） 国立赤城青少年交流の家 20人 小学5年生 イングリッシュアドベンチャー 新学習指導要領の本格実施に向け、教育内容の改善と充実
を目指し、各プログラムを英語を使いながら体験する。

9月7日（土）～9月8日（日） 群馬県青少年会館 45人 県内在住の高校生 高校生写真講座 デジタルカメラの基礎的知識の習得や組写真の制作及び参
加者同士の交流を図る。

9月8日（日） 伊勢崎市青少年育成センター 30人 小学1年生～6年生 かけっこ教室 陸上元日本代表選手の指導でランニングフォームを改善す
れば、もっと早く走れるかも！？今度の運動会が楽しみだ！！

9月21日（土）～9月22日（日） 群馬県立北毛青少年自然の家 8家族約30人 小学生とその家族 親子キャンプ 初心者向けの親子キャンプ。野外炊事やテントの設営・撤収
の基礎を習得し、テント泊を楽しむ。

10月5日（土） 群馬大学 なし どなたでも 群馬大学重粒子線がん治療
施設見学会

施設見学会，説明会などを開催します。参加費無料でどなた
でもご参加いただけます。

10月20日（日） 群馬県立妙義青少年自然の家 150名程度 一般県民
自由参加

自然の家
体験フェスタ

妙義の豊かな自然の中で、自然の家で日頃行っているクラフ
ト活動や野外料理等を体験する。

10月26日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 約40人 小学生とその家族
及び一般 紅葉登山 初心者向けの親子登山。親子で紅葉の登山を楽しみなが

ら、登山や自然の楽しさを味わう。

10月26日（土）～10月27日（日） 群馬県青少年会館 親子15組30人 県内在住の
小学3～6年生親子 親子ふれあい会館ロッジⅡ 親子での工芸とレクリエーション及び参加者同士の宿泊を

通した交流を図る。

10月6日（日）・10月20日（日） 群馬県青少年会館 4つの教室
各30人程度 県内在住の小学生 ゆめすくーる 4つの異なる体験教室での体験活動及び参加者同士の交流

を図る。

10月12日（土） 伊勢崎市青少年育成センター 30人 小学1年生～6年生 ハロウィン飾りを作ろう 今年のハロウィンはもっと盛り上がりたい♪手作りのハロ
ウィン飾りでHappy Halloween！

10月15日（火）～10月16日（水） 群馬県立妙義青少年自然の家 10人程度 社会とうまく関われない
小～中学生

ぐんまいきいきチャレンジ 
「妙義フレンドリークラブ」

さまざまな理由で社会とうまく関われない青少年が、登山や
野外料理、クラフト活動を体験する。

10月10月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

10月9日（水） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人
様々な要因により社
会と上手く関われな
い小・中・高校生とそ
の保護者及びOB

ぐんまいきいきチャレンジ 
「北毛フレンドリークラブ2019」

様々な要因により社会と上手く関われない青少年に対して、自
然体験や生活体験・共同体験をとおして、心の居場所づくりをす
る。また、様々な要因により社会と上手く関われない子どもを抱
える親に対しては、カウンセリングや情報交換等を行い、心の安
定を図るとともに、親同士の交流を深める。親の会では、フレン
ドリーOBの親子とも交流を図り、様々な情報交換を行う。

10月13日（日） 群馬県青少年会館
・中学生以上のボラ
ンティア120人
・当日の入場自由

ボランティアを希望する
中学生以上・青少年団
体・障がい児の活動を支
援する団体・一般県民

ふれあい・ゆうあい
交流フェスタ 障害のある子もない子も一緒になって交流を図る。

10月19日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家
入場については定員な
し/各プログラムつい
ては定員あり（先着順）

どなたでも オープンデー 北毛青少年自然の家で行っている人気のプログラムを誰で
も体験できる「オープンデー」を開催する。

１０月２０日（日） 群馬県立東毛青少年自然の家 ３００人 家族・一般
（どなたでも）

創立４０周年記念
群馬県民の日記念事業
とうもうオープンデー

・うどんづくり・ピザづくり・野焼きパン・クラフト など

10月27日（日） 群馬県青少年会館 制限無し
県内在住の中・高校生・
学校に在籍していない
概ね20歳未満の青少年

G-SKY第２回進路相談会 関係諸学校・機関等との相談を通して自立支援を図る。

10月19日（土）～10月20日（日） 国立赤城青少年交流の家 30人 幼児とその家族 親子キャンプ
幼児期の生活習慣の確立や体験活動・読書活動に親しむきっ
かけ作りとし、幼児期の運動プログラム「３６の基本的な動
き」を取り入れた活動を実践することで、幼稚園、保育園、家
庭等においてその活動が日常に取り入れられるようにする。

3月28日（土）～3月30日（月） 前橋市赤城少年自然の家 24人 小学生～中学生 若草キャンプin赤城山 友だちづくり・ハイキング・クラフト・キャンドルファイヤー

11月30日（土）・12月７日（土）・
12月14日（土）・12月21日（土） 高崎青年センター １２組

高崎市・安中市在住の
小学３年生～６年生と

その保護者
親子バドミントン バドミントンの基礎を学び、ゲームをして楽しむ。

11月2日（土） 群馬県立妙義青少年自然の家 100人 親子（中学生以下の
子どもとその保護者）

親子登山②
「紅葉の妙義登山」

親と子が、美しい紅葉の中、妙義登山をしながら絆を深め、
第四石門を目指す。

11月16日（土）～11月17日（日） 伊勢崎市青少年育成センター 30人 小学4年生～
中学3年生 秋のおもしろ教室

創作活動、キャンプファイヤー、野外炊事、ほかにも楽しい事
が盛りだくさん！！学校も住んでる町も違う仲間たちと過ごす
一泊二日の宿泊体験です。

11月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

11月2日（土）～11月3日（日） おにし青少年野外活動センター 40人※先着順
最少催行人数10人 小学2年生～6年生 キャンプの達人　冬 ナイフやナタの使い方を学び、自分でご飯を炊く、芝すべり

11月9日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 20人 小学生以上 北毛ふれあい塾①
「うどん打ち」

自分の手で地粉をこね、麺棒でのばして打ったうどんを茹で
て食べる。

11月16日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人 小学生以上 北毛ふれあい塾②
「スポーツ雪合戦」

体育館でヘルメットをつけシェルターに身を隠しながら試合
をする。

11月3日（日）～11月4日（月） 国立赤城青少年交流の家 300人 幼児・小学生
家族

赤城フェスタ2019
※体験の風

小学生や幼児の体験活動を推進するとともに、事業に協力
してくれる大学生の学びの場とする。

11月10日（日）・11月17日（日） 群馬県青少年会館 4つの教室
各30人程度 県内在住の小学生 ゆめすくーる 4つの異なる体験教室での体験活動及び参加者同士の交流

を図る。

11月30日（土）～12月1日（日） 群馬県青少年会館 20人 県内在住の
小学3～6年生 世界の文化体験キャンプ 他国文化に触れ、自国との違いを感じ取ると共に参加者同

士の交流を図る。

11月23日（土）～11月24日（日） 群馬県立北毛青少年自然の家 14家族約40人 小学生とその家族 親と子の星空の夕べ 親子で望遠鏡を操作し星空観察をしながら、自然の神秘と偉
大さを感じるとともに、科学に対する豊かな感性をはぐくむ。

11月30日（土） 群馬県立妙義青少年自然の家 12家族又は30人 親子（小学4年以上の
子どもとその保護者）

チャレンジin妙義 
「鎖場チャレンジ登山」

親と子が、妙義の醍醐味である鎖場登山をしながら絆を深
め、第四石門を目指す。

11月30日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人
様々な要因により社
会と上手く関われな
い小・中・高校生とそ
の保護者及びOB

ぐんまいきいきチャレンジ 
「北毛フレンドリークラブ2019」

様々な要因により社会と上手く関われない青少年に対して、自
然体験や生活体験・共同体験をとおして、心の居場所づくりをす
る。また、様々な要因により社会と上手く関われない子どもを抱
える親に対しては、カウンセリングや情報交換等を行い、心の安
定を図るとともに、親同士の交流を深める。親の会では、フレン
ドリーOBの親子とも交流を図り、様々な情報交換を行う。

1月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

1月13日（月） 群馬県青少年会館 親子25組50人 県内在住の小学1～
4年生の親子 親子餅つき体験 青少年ボランティア団体のお兄さんお姉さんの指導のもと

親子で餅つきを行う。

1月18日（土） 伊勢崎市青少年育成センター ２0人 小学4年生～
中学3年生 ピザ作り教室 手作りピザを本格的なピザ窯で焼き上げます。薪で焼いた

ピザを味わってみよう。

1月18日（土） 群馬県立妙義青少年自然の家 15グループ
又は50人程度 一般県民 冬期ホリデー③

星空観察とおきりこみ作り
生地からおきりこみを作って味わい、妙義から見える星空を
観察する。

1月25日（土） 群馬県立妙義青少年自然の家 12グループ
又は40人程度 一般県民 冬期ホリデー④

野焼きパンと飾り炭作り
粉からパンを作り炭火で焼いて味わったり、木の実や植物等
を用いて飾り炭を作ったりする。

1月25日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人 小学生以上 北毛ふれあい塾④
「ダッチオーブンピザ」

粉から『ピザ』を作り、野外でダッチオーブンを使って焼いて
味わう。

1月25日（土）～1月26日（日） 前橋市赤城少年自然の家 24人 小学生 ビギナースキー教室 スキー実技・キャンドルファイヤー

1月11日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人
様々な要因により社
会と上手く関われな
い小・中・高校生とそ
の保護者及びOB

ぐんまいきいきチャレンジ 
「北毛フレンドリークラブ2019」

様々な要因により社会と上手く関われない青少年に対して、自
然体験や生活体験・共同体験をとおして、心の居場所づくりをす
る。また、様々な要因により社会と上手く関われない子どもを抱
える親に対しては、カウンセリングや情報交換等を行い、心の安
定を図るとともに、親同士の交流を深める。親の会では、フレン
ドリーOBの親子とも交流を図り、様々な情報交換を行う。

12月7日（土）～12月8日（日） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人 高校生以上の青少年 青少年ボランティア養成
講義や演習等をとおして、ボランティア活動の意義や留意点
を学ぶとともに、地域社会の一員として積極的に社会貢献に
取り組もうとする青少年を育成する。

12月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

12月7日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人 小学生以上 北毛ふれあい塾③
「餅つき」

昔ながらの杵と臼を使った餅つきを体験しながら切り餅や草
餅等を作る。

12月8日（日） 伊勢崎市青少年育成センター 自由参加 どなたでも オープンデー レクリエーション体験や給食の試食など、青少年育成セン
ターの設備を体験してみよう。

12月7日（土） 群馬県立妙義青少年自然の家 15グループ
又は50人程度 一般県民 冬期ホリデー①

門松作り
地元で取れた竹を使い、古くから伝わる正月飾りの門松を
作る。

12月8日（日） 群馬県立妙義青少年自然の家 15グループ
又は50人程度 一般県民 冬期ホリデー②

門松作り
地元で取れた竹を使い、古くから伝わる正月飾りの門松を
作る。

12月8日（日）・12月15日（日） 群馬県青少年会館 4つの教室
各30人程度 県内在住の小学生 ゆめすくーる 4つの異なる体験教室での体験活動及び参加者同士の交流

を図る。

１２月１４日（土） 群馬県立東毛青少年自然の家 6０人 家族・一般
（どなたでも）

郷土の食文化シリーズ①
焼まんじゅうづくり ・焼まんじゅうづくり・竹ぐしづくり・昼食会

１２月２１日（土） 群馬県立東毛青少年自然の家 ２０家族 県内の小学生と
その保護者

もちつきとミニ門松づくり
「体験しよう！日本の伝統文化」 ・ミニ門松づくり・もちつき・昼食会

12月21日（土）～1月8日（水） 群馬県青少年会館 なし 県内在住の小学生～
一般社会人 ふれあい居場所づくり事業 冬の長期休業期間に青少年会館施設を学習室として勉強に

取り組む。

12月25日（水）～12月26日（木） 群馬県青少年会館 20人 県内在住在勤の
教職員及び大学生等

ライオンズクエスト
ワークショップ

ライフスキルを身に付けさせる指導力の向上を目指した
ワークショップ及び参加者同士の交流を図る。

12月26日（木）～12月28日（土） 前橋市赤城少年自然の家 24人 小学生～中学生 ものづくりにチャレンジ！ 友だちづくり・クラフト・お菓子作り

12月７日（土）・12月14日（土） 高崎青年センター 8組
高崎市・安中市在住の
小学４年生～６年生と

その保護者
親子でお菓子作り クリスマスを前に、親子でお菓子作りを楽しむ。

2月
月日（曜日） 施設名 人数 対象 事業名 内容

2月1日（土） 群馬県立妙義青少年自然の家 12グループ
又は40人程度 一般県民 冬期ホリデー⑤

バウムクーヘン作り バウムクーヘンの生地を作り、炭火でじっくり焼いて味わう。

2月2日（日）・22日（土）・23日（日） 前橋市赤城少年自然の家 20人 小学生～一般 スノーシュー体験
1日コース スノーシュー体験・自然観察

2月8日（土） 群馬県立妙義青少年自然の家 12グループ
又は40人程度 一般県民 冬期ホリデー⑥

ピザ作り 生地からピザを作り、ダッチオーブンで焼いて味わう。

2月8日（土） 群馬県立北毛青少年自然の家 約30人 小学生以上 北毛ふれあい塾⑤
「サンドブラスト」

ガラスのコップにシートを貼り付け、砂を吹き付けてオリジ
ナルの作品を制作する。

２月８日（土） 群馬県立東毛青少年自然の家 １０家族 家族･一般
（どなたでも）

郷土の食文化シリーズ②
みそ田楽づくり

・田楽（こんにゃく）づくり
・昼食会

２月１５日（土） 群馬県立東毛青少年自然の家 6０人 家族・一般
（どなたでも）

石がま焼きピザづくり
「体験しよう！群馬の粉文化」

・ピザづくり
・昼食会

2月15日（土） 伊勢崎市青少年育成センター ２0人 小学4年生以上 ガラスエッチング教室 ガラスのコップに砂を吹き付けていろいろな絵や模様を描
きます。自分だけのコップを作ってみよう。

2月15日（土）～2月16日（日）
2月29日（土）～3月1日（日） 前橋市赤城少年自然の家 24人 小学生 ビギナースキー教室 スキー実技・キャンドルファイヤー

2月8日（土）～2月9日（日） 群馬県青少年会館 25人
県内在住在勤の地域活動指
導者・青少年団体指導者及び
青少年活動に関心のある青年

青少年指導者専門講座 青少年団体等の指導力向上を目指したワークショップ及び
参加者同士の交流を図る。

2月23日（日） 群馬県青少年会館 10人
県内在住在勤の地域活動指
導者・青少年団体指導者及び
青少年活動に関心のある青年

リーダー指導者研修会 青少年指導としてさらなる向上を目指した各種演習及び参
加者同士の交流を図る。

イベントカレンダー
　　　　 ※各施設の事業内容は、変更になる場合がありますので、各施設のHP等で確認ください。
　　 　　　事業の詳細は、各施設にお問い合わせください。


