NPO 法人 やまぼうし自然学校
ニューズレター
２０１８年度 夏・秋号（11 月８日発行）
きのう、今日、あした。自然とともに生きる暮らし方を見つめていきます。

秋空とサトウカエデとやまぼうしの実
10 月６日（長野校）

＊＊＊代表理事のひとりごと＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
加々美 貴代（がみちゃん）
「自然学校の役割はもっと大きくなるぞ！」と思わせる新聞記
事が続いた。ひとつは、小中学校の「総合的な学習の時間」の
使い方。文科省が週末や夏休みを利用して校外学習を推進する
案を中教審に示したとのこと。先生の負担軽減と多様な学びが
主な理由。今まで培ってきた森林環境教育のノウハウがいかせることを期待する。
ふたつ目はノーベル賞を受賞された本庶氏のコメント。普段心がけていることに「何
か知りたいという好奇心。簡単に信じないこと。自分の目で確かめて、自分の頭で
考えること」さらに「重要なのは何か知りたいという思い、不思議だなという心を
大切にしてほしい」と。普段私たちが自然体験活動を通じて、子どもたちへ伝えて
いることそのもの。ノーベル賞とは言わなくても、生き生きと輝き、人のために活
動できる大人に育って欲しいと願いを新たにした。
―わたしたちは春夏秋冬、長野本校と埼玉校・東京校で活動しています―

スタッフよりひとこと
保母 裕美（ほぼちゃん）
サマーキャンプでリピーターの子どもが何人も来てくれています。今年の最高は夏
冬合わせて 10 回の 6 年生女子が 2 人！何でも挑戦する力がついたよ！今度はア
シスタントさんでぜひ来てほしいです！
小菅 彩（こあちゃん）
新しい命を授かり、いろんな変化を感じる毎日。日々寒くなる菅平に大きくなるお
腹が入る服装に悩む。元気な子が生まれることを楽しみに、12 月からは産休に入
ります。
平林 丈嗣（ひらりん）
キャンプで森のぱぅわぁー（森のパワー）を感じている子に出会った。森のぱぅわ
ーを感じられる人たちを増やすために日々精進。
山田 梨加（なっしー）
森を歩いていると様々なキノコに出会える時期になりました。秋の訪れを感じま
す。ベニテングダケにタマゴダケ、色合いや形が可愛らしいキノコ達。まるで絵本
の世界に出てきそう。
松尾 信子（まっつん）
車検が切れるタイミングで愛車ジムニーとお別れすることに。ぶつけたり突っ込ん
だり回転したりいろいろありましたが 19 万キロ、よく走ってくれました。この秋
冬は新しい（中古だけど）相棒とともに菅平を走り抜けまーす。
田辺 秀（アロハ）
やまぼうし自然学校に入社？入団？してから、早半年。生活も落ち着いてきたとこ
ろで、さんざん先延ばしにしていた荷物を解放。あれだけ頑張ったのに…。必要だ
と思っていたのに…。本当に必要なものは、ほんの一握りなんですね。
石川 順子（じゅんこさん）
「日日是好日」を観た。業務の合間にぽっかり空いた時間に思い立って。
樹木希林にはもちろん魅了されたが、茶の湯を通して感じる四季の美しさに胸を打
たれた。二十四節季・七十二候。今日からもっともっと意識してみようと思った。
仲川 好乃（よっちゃん）
キャンプで子どもたちが夢中になっている姿わくわくしている顔、みんな輝いてい
ました。心に残る経験になったことと思います。スタッフも子どもたちから学び成
長していきます。
「寄り添い共に育つ」の思いを大切に活動にしていきたいですね。
太田 明子（ずけちゃん）
今の家を引っ越すことになり、インターネットで家探し。場所、家賃、間取り、い
ろいろ迷えど、決め手は光でした。朝陽差し込み、ポカポカ陽だまりある家、ほっ
とする。
発行：特定非営利活動法人 やまぼうし自然学校
住所：〒386-2204 長野県上田市菅平高原 1223-5751
TEL：0268-74-2735 FAX：0268-74-2795
代表 Email：contact@yamaboushi.org
URL：https://yamaboushi.org

※Ｅmail アドレスが上記のように変更になりました‼※
※ホームページリニューアルしました！※

宝贝走天下キャンプ（通称：中国キャンプ）

サマーキャンプ in 信州
2018 年 7 月 29 日～8 月 22 日

2018 年 7 月 1 日～5 日、10 日～14 日
中国といえばみなさんは何を思い浮かべるでしょうか？中華料理？万里の長
城？パンダ？はたまた、漢方でしょうか？私が咄嗟に思いついたのは、中国武術
でした。中国 4000 年の歴史、とても興味深いですね。
さてさて、そんな中国から、今回、1 期 5 名、2 期 16 名、総勢 21 名の子
どもたちが、日本のスイス、菅平高原へとやってきてくれました。みんな、日本
の文化に興味津々。テント泊に、野外炊事に、森遊びに、星空観察に…、元気い
っぱい取り組んでいました。
1 日目
テント建て&森遊び＠体験の森
第一次菅平.正感到紧张的孩子正已
经享受的孩子…
(訳：はじめての菅平。緊張してる
子も、もう楽しんでる子も…)
2 日目
１日森遊び＠スイスの森

全 7 コース

今年のサマーキャンプ in 信州菅平コースはどの回も満員御礼！約 280 名の
子どもたちが菅平に来てくれました。猛暑で日中の気温が高かったり、お盆を
過ぎると急に気温が下がって 5℃の寒さの中テント泊をしたりと大人も子ども
も大変でしたが、それも森が教えてくれる自然の厳しさ、みんな頑張ってたの
しいキャンプを創りあげました。アンケート回収率 83％で分かったことは、
初めて参加が 85％、菅平を選んだ理由は内容重視 60％、人気プログラムは
No1 森遊び No2 料理対決、キャンプに対しての満足度は子ども保護者ともに
満足以上が 90％！嬉しい結果をいただきました。
比較的低学年が多い菅平コース、高学年の子の中には毎年来てくれて６年間皆
勤賞の子もいました。以前に経験しているプログラムであっても、学年が変わ
るごとにできる事が増え、役割が変わり、自分の成長が実感できる機会になっ
てくれていればいいなあと思います。
森に親しむ入り口として、仲間と関わる成長の場として来年も多くの子どもた
ちに来てもらえるように頑張ります！

不仅泰山绳索而且,秘密基地以及吊床也
登场了。
（訳：ターザンロープだけでなく、秘密
基地やハンモックも登場しました。
）
3 日目
野外料理＆ドラム缶風呂＆テント泊
野外菜仍然在中华风味！
舒适度也满足了柏油桶澡盆。
（訳：野外料理は、やはり中華風味に！
ドラム缶風呂も気持ちよさそうでした。
）

テント建て：協力して自分
たちが泊まるテントを建
てました。

早朝ハイキング：高い所か
ら見る菅平は格別です。

森あそび：１日中森に入って
存分にたのしみました。

料理対決：用意された食材
を使ってメニューから考
えた昼食をつくりました。

ドラム缶風呂：火をおこして
うちわで扇いでドラム缶の
水をお風呂にしました。

葉っぱスタンプ：自然を形
にしてお土産にしました。

4 日目
お土産づくり
最后一天制作礼物的叶复印件。
全部的艺术感觉发光了。
（訳：最終日は、お土産の葉っぱプリントづくり。
みんなの芸術センスが光りました。）
子どもは、どこの国でも一緒で、純粋ですね！
ちなみに、表記の中国語は、自動変換なので間違
っていてもあしからず…

文・田辺
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秀

文・平林

丈嗣
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上田市森林整備課 委託 みどりの体験塾

原人キャンプ
2018 年 8 月 13 日～16 日
1 日目
テント立てにカレー
作り。ダッチオーブン
でみんなで作ったご
飯は最高！！

2 日目
渓流釣りに挑戦。
魚を炭火で焼いて
いただきました。
ドラム缶風呂気持
ちよかったね。

3 日目
森遊び。秘密基地
や、ターザンロー
プを作ったよ。お
昼ご飯は最高の見
晴らしと共に。

2017 年度から始まった上田市森林整備課主催の事業です。市内の小学生親子
を対象とし 5 月から 11 月の間、全 4 回で森林について色々な関わり方をし
ながら学びます。以前から農業体験はありましたが、林業体験は新しい取り組
みでした。やまぼうし自然学校も塾の先生をさせていただいています。
今年第 1 回は 6 月初め、上小地域植樹祭に参加。地域に自生する広葉樹を主
に植林しました。芽を出して数年の苗木から森になるのは、子どもたちがお父
さんお母さんになる頃。赤松林だったところが、どんな森になるでしょうか？
森林を管理して木を育てることを学びました。
第 2 回は 6 月下旬、2016 年全国植樹祭の会場の１つになった上田市東山市
有林でのネイチャートレイルをしました。ネイチャートレイルとは、森を歩き
ながら自然を五感で感じ、発見をして興味を持つ。きれいだな、面白いな、な
ぜだろうなと思って調べたり、他の人と共感して楽しんだり。親子でそんなひ
と時を過ごしてもらいました。森林を楽しむ家族が増えることを願います。
第 3 回は 9 月中旬にウッドテックアキフという市内の木工所へ工場見学に行
きました。色々な種類の木材を使って、住宅の窓枠や建具、備えつけの家具が
作られていました。ベテランの職人さんから材木の種類を教わったり、どのよ
うに加工しているかを教えていただきました。自然素材は地球に優しく、趣の
ある物でした。家族で植えた木が、将来家具になって使えたら素敵ですね。
第 4 回の最終回は 11 月。菅平高原の炭窯で焼いた炭の掻き出しと、熱くなっ
た窯の熱を利用したピザ作りです。地域の森林整備で伐った木を有効利用し
て、自然エネルギーとして利用します。
この体験塾に参加して、身近な森林と共に暮らしていく力のある子どもたちが
育ってくれたらと願います。

4 日目
お昼ご飯は流しそう
めん♪終わりの会で
はキャンプで楽しか
ったことがいっぱい
でてきました。
文・山田
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え

梨加

文・保母

裕美
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野外力検定グランドスラム 2018 in アサマ
2018 年 9 月 8 日～9 日
高峰高原「アサマ 2000 パーク」にて、
『野外力検定グランドスラム 2018in
アサマ』が開催されました。
実施
『野外力検定』は、
「しぜん、あそぶ、くらす」を合言葉に、子どもたちの野
外活動を、
「検定」というかたちで、目標設定し、サポートしていく取り組み
です。そのために、指導者が「検定員」となり、子どもたちを導きます。や
まぼうし自然学校のインタープリターのなかにも、
『野外力検定』の「検定員」
として、資格を取得し、活躍されている方もいらっしゃいます。
さて、今回は、そんな『野外力検定』のグランドスラムです。小諸市近辺の
地域から、検定会や『友だち de 検定』でポイントを一定以上集め、参加資格
を得た子ども達が参加しました。
1 泊 2 日という短い時間の中で、
「野外力検定入門編」
「ライスコンテスト」
「星空さんぽ」「モーニングプログラム」「野外力検定チャレンジ編」とチャ
レンジとはじめてがいっぱいのプログラムを体験していきました。
盛りだくさんな、
『野外力検定』！その一部をご紹介します。

ご飯炊きだって、チャレンジです！
なかなか使うことが
午前中に検定した『マッチ de 火起こし』を思い
ないコンパスも、指
出しながら、各々が、ご飯を炊いていきます。
導者と一緒に基本知
しかし、ただご飯を炊くだけでは終わらないの
識や技術を学んでい
が、野外力検定！ご飯を炊く容器も様々です。
きます。学んだ後は、
悪戦苦闘、創意工夫しながら、炊き上げたご飯の
『検定』でしっかり
味はどうだったでしょう？
チェックです！
いつもよりおいしかったかな？もしかしたら、
ここで紹介できなかった、当日の詳しい様子や野外力検定の制定の意図やそ
他の人の方がおいしかったかな？
の他の活動等については、
『アウトドアチャレンジ協議会』のホームページ
や Facebook をご確認ください。
アウトドアチャレンジ協議会 HP：https://www.scout.or.jp/x-out/info.html
アウトドアチャレンジ協議会 FB：https://www.facebook.com/odc.cone/?ref=br_tf

文・田辺
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秀

上高地日々是好日
4 月 27 日に開山した上高地、今年も多くのお客様でにぎわいました。
それに伴い、今年も沢山のガイドさんにご活躍頂きました。また、新たに２名
のガイドさんが白樺自然学校のガイドとしてデビューされました。そんな上高
地の今年の様子をいくつかご紹介します。

初春大正池。

初秋、右の写真と同じ場所から撮りま
した。印象が大きく異なります。

清水川。水中にたなびくイチョウバイ
カモの緑が鮮やかです。

別の場所ではイチョウバイカモの可憐
なお花を見る事が出来ます。

上高地を代表する花、ニリンソウ。
緑色の花もあります。

雨露で輝くカラマツの雌花。

春・夏・秋、晴・曇り・雨・・・・etc.
日によって驚くほど違う表情を見せてくれる上高地。
11/15 で今シーズンは閉山になってしまいますが
来シーズン是非足を運んでみてください。
文・平林

丈嗣
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【長野校】森でモリモリ遊び隊

【埼玉校】フォレストキッズ

6 月 遊び隊キャンプ

5 月 26

ご飯作りやテント泊…、キャンプが初めての子もリピーターの子もたくさん挑戦しま
した。1 泊 2 日一緒に生活することでより子ども達の絆が深まりました。

日航空公園

視線の先には？

ゲームで仲間作り

6 月 23 日

8 月 根子岳ピクニック

今年度初回

何かを見つけたの？

稲荷山公園～稲荷山公園博物館（雨のため）

タオルでゲーム

抱きついてみました

虫標本目が釘づけです

山頂を目指すのではなく、自然を楽しみながらの根子岳ピクニック。牧場で牛を見たり
のんびり散策もしました。

10 月

9月8日

3 コース合同遊び隊祭り

今までの活動で計画を練り、準備をしてきた遊び隊祭り。個性あふれるお店がたくさん開
店しました。当日は暑いくらいのいい天気。たくさんの人が祭りに参加してくれました。

文・小菅
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彩

八国山～北山公園

カブトムシゲット！

おしり！！ザリガニ釣り中

体感温度４℃？
川で冷やしました

文・仲川

好乃
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法人会員紹介

教員の嫁・よそ者暮らし～新潟編～
NVC（非暴力コミュニケーション）に出会ったとき、講師の方から、「豊かな自
然から、人の心を含むより大きな自然の世界にやってきた、そんな感じですね。」
と言われ、なんとステキなウェルカムメッセージだろうと、嬉しかった。
その言葉さえも NVC だと知って、さらに感動！
NVC とは…
こんなことがあった。
買い物中。
売り物のおもちゃの車を見つけ、触りまくる息子。いかにも乗りたいと言わんば
かり。
知らんぷりして帰ろうとすると、泣き出した。
「乗らないよ！帰るよ！」
と言い放つと、大泣きに泣く。
「そうかー。くるま、乗りたかったね。」
そういうと、小さく頷き泣き声も落ち着いた。
さらに、
「売ってるもので遊ぶの、ママイヤなんだよね。売り物は大事にしたいの。
」
なんと、すんなり帰ろうとするではないか！
たまたまかもしれない。
でも、泣くこどもを前に、私自身の心が穏やかなことが、NVC の大きな学び。
共感ありき。ただただ、相手に寄り添い、その言葉（泣き声）に耳を傾ける。
その間、同情もジャッジもアドバイスも封印。
相手の溢れる感情の奥にある、気持ちに耳を傾ける。相手を自分に置き換えれば
…。

法人会員第３号

株式会社 SAC

信州堂ショップ

毎年好評やまぼうしリンゴジュース（非売品）
、そのリンゴを生産している農
業生産法人です。季節毎の作業もスタッフや会員と共にお手伝いしています。
自社栽培による生産直売品や親しい農家さんの産地直送品のショップ。
「本当の旬の味・安心でうんまい！」をいろいろ取り揃えています。
住所 長野県上高井郡小布施町
北岡５５５－３
電話 ０２６－３１３－７７４０
info@shinshudo.jp
http://shinshudo.jp/
*会員募集**+*+*+*+*+
個人・団体・企業どなたでも、やまぼうし自然学校の活動に賛同し応援して
下さる方を募集しております。直接参加は出来なくても、会費の形で応援頂
くことも可能です。国連が設定したミレニアムターゲット、ご存知でしょう
か？１７の社会課題を 2030 年までに解決しようという取り組みです。やま
ぼうし自然学校は「森でつながるいのちのわ」をキャッチコピーに、
「森・環
境・つながり」に関連する様々な課題を解決できる人材の育成に力を入れて
います。17 の課題に森は１４つながっています。やまぼうし自然学校を応援
することで、間接的ではありますが、SDGｓに関わることができます。
多くの方の応援を心よりお待ちしております。

代表がみつけてきたヘンなきのこシリーズ

人の心を知ることで、自分自身を生きやすく、人間関係が楽になるとすれば、コ
ミュニケーションのときの、意識の質を変えることに、大きなヒントがある。
それを日々、体当たり実験中。
文・太田

明子

やまぼうしでの通称は汗かき
きのこ、何をアセっている？

9

通称はおっぱいきのこ、本名
はオオシロカラカサタケ

キヌガサタケの幼菌、待ち
きれなくて切ってみました
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長野校イベント情報
クリスマスがやってくる♪菅平の自然木でトナカイをつくろう！

首都圏

イベント情報

逗子神武寺自然観察会
神奈川の景観 50 選でもある逗子・神武寺をのんびりと訪ねます。植生豊か
な参道と大パノラマを望める鷹取山をインストラクターと歩きましょう。
晩秋の植物観察も楽しめます。鷹取山は低山ですが、高低差がありますので
ハイキング装備でご参加ください。お申込みの方に詳細ご案内をお送りします。

菅平のブナを見に行こう

日付：11 月 16 日（金）雨天中止
会場：東逗子駅～神武寺～鷹取山（標高 139M）～追浜駅
集合：10:00 JR 横須賀線 東逗子駅
参加費：3500 円
定員：神奈川シニア自然大学校共催のため、10 名程度

パワースポット戸隠へ冬の森スノーハイク

５・６・７・８・９・10 月の事業実績

菅平スキーピクニック
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■体験学習
【5 月】
5/7-8 葛飾区実地踏査 5/9 高岡市立伏木中 5/13‐14 中央区立佃中 5/15-18
武蔵野東小 5/15 東京学芸大学附属竹早中 5/16 中央区立日本橋中 5/15‐16
むさしの学園小 5/16-17 日本女子大学附属豊明小 5/18 松本市立梓川中 5/20
中央区立晴海中 5/21 大田区立久原小 5/21-22 堀越学園 5/24‐26 我孫子市
立白山中 5/30-6/1 明治大学付属明治中 5/31 葛飾区立立石中
【6 月】
6/1-2 我孫子市立我孫子中 深谷市立岡部中 6/3 柏市立柏第三中 6/4-5・14-15
郁文館高 6/5 我孫子市立久寺家中 6/6・8 我孫子市立湖北中 6/6 穎明館中 6/7
横浜市立港南中 6/7 葛飾区立堀切中 6/10-12 中央区立銀座中 6/13 葛飾区立新
宿中 6/14 葛飾区立奥戸中 6/15 葛飾区立四ツ木中 6/16 葛飾区立葛美中
6/17 港区立白金の丘中 6/18 葛飾区立双葉中（夜間） 6/20 葛飾区立大道中
6/21 葛飾区立高砂中 6/21 大田区立矢口小 6/26 葛飾区立亀有中 6/27 葛飾区
立上平井中 6/28 須坂市立高甫小 6/28 葛飾区立水元中 6/29 葛飾区立小松中
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５・６・７・８・９・10 月の事業実績
■体験学習
【7 月】
7/2 葛飾区立綾瀬中 7/4 上田市立本原小 7/5-6 国立音大附属小 7/8-9 日体大
7/9 葛飾区立双葉中 7/10 葛飾区立金町中 7/11 葛飾区立新小岩中 7/12 葛飾
区立中学校特別支援合同 7/12-13 日本体育大 7/13 葛飾区立中川中 7/17・
7/18 桐光学園中 7/18 茨城大学付属中 7/20 所沢市立西富小 7/21 春日部市
立武里西中 7/21 所沢市立清進小 7/20-22 駒込中 7/22 暁星中 7/22・28
光塩女子学院中 7/22 春日部市立武里西小 7/22-23 所沢市立若松小・並木小
7/23・25・27・29・31 豊島岡女子学園中 7/24 上尾市立上平北小 7/24・30
光塩女子学院高 7/24 ふじみ野市立上野台小 7/24 川越市立大東東小 7/24 所
沢市立北秋津小 7/24・25 富山県立福岡高 7/24-25 日本大学第二中 7/25 江
戸川区立春江中 7/25-27 郁文館高 7/27 さいたま市立針ケ谷小 7/30-31 城
西川越中
【８月】
8/2・4・6 豊島岡女子学園中 8/4 中央大学附属横浜中 8/18 桜蔭学園 8/21-23
開智学園 8/23 本郷中 8/23-26 日体大学荏原高
【９月】
9/5-6 小布施町立栗ケ丘小 9/6-8 明治学院大学 9/6 葛飾区立青戸中 9/10 大
田区立大森第八中 9/12 葛飾区立桜道中 9/14 葛飾区立一之台中 9/19 大田区
立蓮沼中 9/20 葛飾区立東金町中 9/26-28 日出中 9/28
葛飾区立本田中
【10 月】
10/3 葛飾区立青葉中 10/4 葛飾区立常盤中 大田区立大森第４中 10/4-5 大田
区立志茂田中 10/8-9 大田区立南六郷中 10/10-12 大田区立貝塚中 10/11 清
心女子大附属小 10/12 大田区立おなづか小 10/25 大田区立入新井第四小 開智
学園（埼玉実施） 10/31 新宿区立市谷小（東京実施）
■講座
5/6・9・7/4・7/8・9/5・9/9・10/8・10/20-21 インタープリター養成講座
5/12-13 上高地ネイチャーガイド養成講座 5/19・20・6/9・10・7/7・8・8/4・
5・9/15・16・10/21 森林インストラクター養成講座 5/22・7/3・17・8/23・
24・9/11・25 神奈川シニア大学 5/8・10 ・6/12・14 7/10・12・10/11・
16 森めぐり 5/22・24 6/26・28・9/25・27 街の樹めぐり
■イベント
5/12-13 ボタニカル・ラボ 5/13 グリーンギフト 7/14 薬王院高尾自然観察会
8/19 いつでもクラフト 9/17 親子釣り教室 9/29 秋の森でキノコ狩り＆料理
10/14 リバーカヤック 10/19 戸塚俣野自然観察会
■遊び隊・フォレストキッズ・キャンプ
5/20・26・27・6/17・18・23・24・30・7/1・8/26・27・9/2・22・23・
30 森でモリモリ遊び隊 3 コース 5/20・8/26 森あちょび 5/26・6/23・9/8
フォレストキッズ 7/1-5・7/10-15 中国キャンプ 2 コース 7/29-8/12・
16-22 サマーキャンプ in 信州 7 コース 8/12-16 原人キャンプ 10/8 遊び隊ま
つり
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５・６・７・８・９・10 月の事業実績
■委託・講師
5/1-6/28 筑波大実験センターワラビ調査全 13 回 5/3 太郎山バーチカルレース
5/3-4・8/13-14 上松屋旅館クラフト 5/6・7/1・8/5・9/2・10/8 黒川ネイ
チャーボランティア 5/9-11・5/23-25 日本美容学校合宿 5/10-11/8 上田市
立塩田西小ゆめの森クラブ全 7 回 5/12 安藤百福センターツリーハウスプロジェク
ト 5/14・5/26・6/23・11/10 上田市役所森林整備課みどりの体験塾 5/21・
6/4・18・7/2・9・8/27・9/3・22 上田市立丸子北中コスモス大学 5/22・7/18
長小学校 6 年生 5/26 キャンプ講座 5/27・9/1 小諸ミズオオバコ 5/28・
6/4・7/2・9/19 戸隠下草刈り 5/28 緑の少年団交流集会 7/4 上田市観光課ネ
イチャートレイル 5/30 県教育委員会説明
6/4 菅平小学校 6/10 戸隠植樹祭
6/20・8/28・10/11 菅平保育園 6/23 上田市教育委員会野外料理教室 7/1・
9/2 峰の原マイン活動 7/1 アイオレ講習会 7/18 根子岳高山蝶パトロール
7/22NBS 親子自然教室 7/22 傍陽小 8/1 プログラミングサマーキャンプ森の体
験 8/3 緑の少年団交流集会 8/7・8 クラブツーリズム花めぐりの旅ガイディング
8/8 セミの抜け殻調査 8/10 緑の少年団指導者研修会 8/18 千曲市城腰自治会デ
イキャンプ 8/29・9/26 四阿山登山道笹刈り 9/3 根子岳モニタリング調査 9/5
上小地区教員研修会 9/7-9 野外力検定グランドスラム 9/18 ガーデンセラピー研
修 会 9/19 環 境 審 議 会 9/25 林 野 庁 研 修 会 講 師 10/13 上 田 市 森 の 学 校
10/17 長小支援学級クラフト 10/20-21 信州バザール出展クラフト 10/23 塩
田西小 1 年生親子学習 10/25CEPA 塩田散歩 10/31 野外保育研修講師
■事務局（会議・出展・協力・参加）
4/18‐5/1 インプリ研修全 5 回 5/1-5 炭焼き 5/7 大明神ネイチャートレイル
コース橋架け替え 5/7 菅平スポーツセラピー総会 5/8SBC ずくだせテレビ山菜
取り収録 5/8Ｈ30 年度学習協事業報告会 5/15 神奈川シニア理事会・総会
5/19 別所線と走ろう歩こう 5/19 春のキッズフェスタ（東京） 5/20 小諸さく
ら咲くライブ 5/22 長野県農林委員視察 5/27 腹時計
5/8 6/12・22・
23・24CONE フォーラム関連
8/10 グランドスラム会議・野外力検定ガイド
ブック編集会議 8/24・31 長野県公共事業評価監視委員会 8/30 みんなで支える
地域会議 9/5 外遊びネットワーク事務局会議 10/1 理事会 10/3 信州エコ大賞
交流会 10/7 ずくだせ感謝祭 10/11 グリーンギフト全体会議 CONE 地域フォ
ーラム実行委員会 10/12 読売新聞キノコ採りの安全管理取材 10/15SBC テレ
ビ キ ノ コ 取 材 長 野 県 公 共 事 業 評 価 監 視 委 員 会 10/25FM ぜ ん こ う じ 収 録
10/26・27 森林ボランティア NPO 連携協議会 10/27 秋のキッズフェスタ
10/29 根子岳迂回ルート笹刈り 10/31 外遊びネットワーク本部会議 10/31 市
谷小インターンシップ

NPO 法人やまぼうし自然学校とは***************
長野県の菅平高原に本部をおき、
「森とつながり、森とともに生きることのできる人を
育てる」をミッションとして体験学習・キャンプ・いつでもガイドなど、人と森、人
とひとをつなげる活動を展開しているＮＰＯ法人です。1995 年に発足し、2000 年
に長野県では環境系第一号の NPO 法人として認証されました。2004 年には東京支
部、埼玉支部も発足し、
“森でつながるいのちのわ”を広げています。
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