スタッフよりひとこと
保母 裕美（ほぼちゃん）
年度替わりで我が家の子供たちの進学に伴い、高校・中学・小学校とばら
ばらな生活ペースに困惑。関わろうとしても離れていくお年頃に、少し寂し
い気分ですが、見守る楽しみ方も上手になりたいと思うこの頃です。
平林 丈嗣（ひらりん）
フジバカマやヨツバヒヨドリの周りを舞うように飛ぶアサギマダラ。先日、
仕事でアサギマダラについて調べました。身近で好きなチョウなのに知らな
い事ばかりでした。俺はぼーっといきてるんだなぁと猛省しました。

NPO 法人 やまぼうし自然学校
ニューズレター
２０１９年 春・夏号（９月３０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。

松尾 信子（まっつん）
一週間くらいこもって本読みたい。映画、サッカー、お笑い見たい、ラグ
ビー熱も復活。会いたい人に会いにいかなくちゃ、機織りも休まずいきたい、
山にもいきたい、都会の空気も吸いたい。あと音楽も。欲望の秋冬が来たよ。
田辺 秀（アロハ）
暑い夏が終わったと思ったら、すぐに、肌寒い秋がやってきた。昨年も感
じたが、長野の季節は変化が早い。ぬくぬく気分で油断していたら、すぐに
冷蔵庫のなかと同じ温度に…。先延ばしせずに、冬支度をはじめなければ！
千明 彩（ぎらちん）
今まで同じものにしか見えなかった樹木。それぞれの個性がちょっとずつ
わかるように！「今のアイドルはみんな同じ顔してるな～」というフレーズ
が頭をよぎる…。さらに自然に対してのセンスを磨くぞ～！
小菅 彩（こあちゃん）
化粧はサボっても欠かさないのは日焼け止め。いつもは夏でも長袖だから
顔のみだけど今年は腕に足にぬりぬり。外に行く回数は少ないのに減るのが
早いなー。今日も子どもが起きる前にささっとひと塗り。
石川 順子（じゅんこさん）
都心での下見。えっ？クチナシの花？あれ？？ヤマブキの黄色い花も。
横浜でもタイサンボクの大輪が咲いていた。返り花は厳しい残暑の影響なの
か。ふとお隣さんの植木鉢を見たらシクラメンの赤い花。なんだかなぁ。
仲川 好乃（よっちゃん）
公民館の何本もある大木が驚くほどにスレンダーに、
木の幹には”ダイエットしました”の張り紙が、
意味深い張り紙のような気がしました。
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

根子岳の主に遭遇
７月２日（長野校）

＊＊＊代表理事のひとりごと＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊加々美 貴代（がみちゃん）

「ひとに任せる」簡単なようでとっても難しいこと。夏のキャ
ンプでのエピソード。あるお母さんから「子どもに GPS を持
たせているが、お友達と違うところを示している。心配なので
所在確認をして欲しい」と電話。子どもを３泊４日預けようと
決心してくださったその気持ちへの感謝と、もっと信じて任せて欲しい気持ちが重
なった。
「任せる」＝「信頼する」ってどのように養われるのだろうか？「自然体験
活動」を通じて、屋外での五感を使った遊びの中から獲得する「否認知的能力」で
はないだろうか。目標に向かってやり抜く力、他人とうまくかかわるための力、感
情をコントロールする力、さらにこれからの時代を担う為に一番大切とされている
そうぞう力（想像、創造）
。これらの力を子どもの主体的な活動を通じ、伸ばせるよ
う更にサポートしたいと感じた夏だった。
―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―

【長野校】森でモリモリ遊び隊
今年度も、遊び隊がスタートしました。しらかばコース 30 名、みずなら
コース 26 名、ひのきコース 21 名、総勢 77 名が菅平の森でモリモリ活動
しています！キラキラと笑顔輝く隊員たちの活動の様子をぜひご覧ください♪

第1回

はじめの会・野外力チャレンジ①

令和はじめの遊び隊は少し残雪がある回に。そんなことはお構いなしに隊
員たちは元気に遊びます！まずは 1 年間共に隊員として過ごす仲間と自己紹
介。その後はしらかば・みずなら・ひのき各コースの木を使ってバッチ作り
をしました。それぞれ愛着のあるバッチができました。
遊び隊では今年から野外力検定にチャレンジしています！今回はのこぎ
り、ロープワーク、火おこしに挑戦しました。6 月の検定試験に備えて一生
懸命練習しました。

第3回

この回は楽しみにしている隊員も多い遊び隊キャンプ！しかし、全コース
1 度は雨に降られるという…。それでも全力で楽しみました！この日はこれ
までの回で練習してきた野外力検定の試験も開催！合格するともらえるカー
ドをたくさん集めて「こんなにたくさん集めたよー！」と見せてくれる子も
いました。野外力検定は今回の検定以外にもたくさんの種目があるのでぜひ
ぜひ挑戦してほしいと思います♪
天気にはなかなか恵まれませんでしたが、野外料理対決、ドラム缶風呂、
テント泊など、すべてのプログラムを実施することができました。年上の子
が年下の子を手伝ったり、今まで話したことのない隊員同士で協力する場面
が見られたりと、とても実りのあるキャンプになりました。

第4回

第2回

春の森遊び・野外力チャレンジ②

新緑が気持ちいい 5 月は森遊びを開催しました♪
森の中はアイデア次第で遊び方が無限大。はじ
めはどんな遊びをすればいいかわからないことが
あっても、１つ遊び方を見つければどんどん遊び
が膨らみます。さすがは遊び隊員！大人にはなか
なかマネできないことです。
さらに、第 1 回で学んだのこぎりやロープの使
い方を復習して森遊びに活かしました。みんなめ
きめきと力をつけています。

遊び隊キャンプ・野外力検定

夏の森&沢遊び

6 月のキャンプから少し期間が空いて、第 4 回は夏休み明けの開催でした。
暑さもおさまり沢遊びにはむしろ寒いぐらいでは？な気候の菅平。午前中は
森の中で 10 月に行われる遊び隊祭り（※）の準備を行いました。
「何を売ろ
うか～」
「どんな看板を作ろうかな」とじっくりじっくり考えます。
隊員たちだけで作る想像力豊かなお店に乞うご期
待です！！
午後は本日のメインイベント沢遊び。入り始めは
足が凍っちゃうんじゃないかと思うほど冷たく感じ
ましたが、だんだん慣れてきて全身で水を楽しむ隊
員までいました！笹舟レクチャーも開催され、自分
なりにカスタマイズした笹舟を沈まないように工夫
しながら流しました。

※遊び隊祭りは 10 月 6 日（日）菅平にて開催予定です
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文・千明 彩
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【長野校】森あちょびクラブ

【埼玉校】フォレストキッズ
今年度のフォレストキッズの参加者は 22 名。菅平とはまた違った里山の自
然の中で、元気に活動している様子をお届けします。

森あちょびクラブは、遊び隊員の弟妹さん向けのプログラムとして約 10 年
前に始まりました。今年度は一般のご家族の参加も増えて、春夏それぞれ
30 名ほどが集まってくれました。ちびっこたちが笑顔いっぱいに、時には
真剣な表情でいろんなことにチャレンジしています。
お花寒天と、よもぎだんご
作りをしました♪

緊張気味の子どもたち、アイスブレイクゲームで笑顔になった後は、荒幡
富士にのぼりました。

5 月終わりの小春日和、
木登りやブランコも。

沢をゆく小さな探検隊、
スイカを発見。

散策中に雨になり航空記念館に行き、植物、昆虫、鳥などが飛行機を作るヒ
ントになったことや、重力の違いを体感しました。

沢あそび、スイ
カ割り、
ハンモ
ック、綱引き！

写真と文・松尾 信子
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自然のままの森が残る公園で、森探検。森の出口にあるアスレチックでまた、
ひと遊び。子どもたちの体力には驚きました。
文・仲川 好乃
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【長野校】サマーキャンプ in 信州
今年で 17 年目を迎えるサマーキャンプ in 信州＠菅平高原。菅平いっぱい
に咲き乱れる子ども達の笑顔が、夏を彩ります。全７コース、総勢 291 名の
子ども達が、あっという間の３泊４日を楽しみ尽くしました！

サマーキャンプは、１コースだけ、全部テント泊の特別なコースがあります。
その名も『原人キャンプ』。自分たちで、“つくる”
“暮らす”を大切に、毎食
自分たちで調理し、テントで寝床もつくります。沢山のことを経験し、参加者
２５名は、菅平原人へと変身することが出来たのでしょうか？

「料理作り」
この時のメニューは、
夏野菜のラタトゥイユ！残
さず食べて元気 100%

「テント村作り」
自分たちが泊るテントは、
自分たちでたてます！

「料理対決①」
はじめての包丁は、
うまく使えているかな？

「料理対決②」
焚火の調理は、
火力が命！ファイト

「渓流探検」
菅平の渓流を探検！
網を片手に、狙いを
すまして、生き物 get！

「流しそうめん」
流れるそうめんに
悪戦苦闘！！
でも、おいし～

長いようで短かった３泊４日、子ども達１人１人に様々なドラマがありまし
た。みんなでいっぱい笑ったり、一緒にいろんなものを作ってみたり、時には、
ケンカもしたり…。学校や普段の生活では、経験できないことをいっぱい経験
しました。一回りたくましくなった顔で、バスに乗っていく子ども達の顔がと
ても印象に残っています。
菅平で一夏の思い出をいっぱいつくった子ども達！この経験を活かして、こ
れから、もっともっと外で思いっきり遊べる、たくましい子ども達になって、
また、遊びに来てくれるのを楽しみにしています！
アンケートより、嬉しい言葉がいっぱいありましたので、その一部をご紹介
いたします！！
・妹の面倒を自分で気づいてやるようになった。

（２年生・男）

・キャンプ前は蝉を見ても怖がるばかりの反応でしたが、脱皮をみて感動したら
「ドラム缶風呂」
自分で沸かした天然お風呂
あ～！いい気持ち～

「森遊び②」
セミの脱皮シーンが！
命の神秘にくぎ付けです。
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「日の出ハイキング」
みんなで見た朝日は、
素敵に輝いてるね♪

「お土産作り①」
ほっぺたの肌触りを、
目指してチェック中！

「森遊び①」
手作りアスレチックで、
みんな笑顔に！

「お土産作り②」
みんなそれぞれ、
素敵な作品の完成！！

しく蝉をはじめとした虫に少し興味を持つようになりました。 （３年生・女）
・星がきれいだった。キャンプの楽しさが初めてわかった。

（４年生・女）

・長野の野菜はすごく美味しかったと、普段は野菜を好んで食べないのに
「きゅうりに味噌をつけて食べたい」などと言ったこと。

（４年生・男）

・友達の心配をした時の行動に関心しました。

（１年生・男）

・はっきり意志表示するようになった気がします。

（１年生・女）

・また菅平に行きたい。と言って泣きました。

（２年生・女）

各回の様子は、やまぼうし自然学校ホームページのスタッフブログにも記載
しておりますので、是非、ブログもご覧ください♪
文・田辺 秀
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体験学習報告

宝贝走天下キャンプ（通称：中国キャンプ）
2019 年 7 月 8 日～12 日／7 月 30 日～8 月 3 日／8 月 22 日～26 日 全 3 コース

昨年の夏からお付き合いが始まった中国の団体『宝贝走天下』
（英語名：baby
let's go）とのキャンプが今年も実施されました。中国全土から最大 30 名の子
どもたちが菅平を満喫しに来てくれました！言葉はなかなか通じませんでした
が、通訳の琳さん、張さんの強力なサポート、中国スタッフの統率力、インタ
ープリターさんの高いコミュニケーション能力により、どのコースも笑顔いっ
ぱいの楽しい４泊５日になりました。
中国のスタッフに『遊園地より面白い
よ！』と紹介された森遊び。人気だったの
はターザンロープや穴掘りでした。ターザ
ンロープはロープが擦り切れるのではない
かと思うほど遊んでくれました。本当にみ
んな楽しそうでした。
野外調理はサマーキャンプ in 信州と同じ
食材、調味料を用意しましたが、出来上が
ったのは紛れもなく中華料理でした。味付
けや食材の使い方など文化の違いがあって
とても新鮮でした。お味の方ももちろん『好
吃（おいしい）
』でした。
』
森にてみんなで記念撮影♪文化や価値観
の違いを認め合いながら、やまぼうしと中
国のスタッフが協力して作り上げた今回の
キャンプ。いずれは日本と中国の子どもた
ちが参加する合同キャンプができると素敵
ですね。
右の写真の背の高い子は今年の冬のキャ
ンプにも来てくれていました。帰り際に、
楽しかったから来年もまた来たい！と言っ
てくれて胸が熱くなりました。こうしたリ
ピーターの子がどんどん増えてくれると嬉
しいです。
文・平林
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丈嗣

春夏の繁忙期はとにかく大変、忙しい！と言いながらあっと言う間に過ぎて
しまいます。プログラムに集中していたら写真を撮る余裕もなく、気づいたら
何も記録がない･･･というのが例年のパターン。しかし、今年はできる限り記
録を残してみました。主に都会から来た小中学生たちに、森での様々な体験を
通して気づきを持ち帰ってもらう、やまぼうしの核となる活動です。

5 月、登山は毎年東京の小
学校から始まります。

山菜採りは春だけのお楽し
み♪森の恵みを頂きます。

青空の下ゲレンデを巡る、
オリエンテーリング。

埼玉県の中学生、長野県産
のりんごでジャム作り。

バードウォッチング、みん
な揃って双眼鏡練習中。

高校生の自然観察、ネイチ
ャートレイルプログラム。

埼玉県の小学生、人気の高
い、青竹クーヘン作り。

デイキャンプ、自分たちで
作るお昼ごはん。

牧場ハイキングの夜、どん
ぐりのミサンガ制作中。

他にも、紹介しきれないほど多くの子どもたちと様々な活動をしました。忙
しいよ～と言いつつ、スタッフにとっても学びの多い、楽しい日々でした。
文・松尾 信子
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首都圏講座・イベント案内

首都圏・特別編講座レポート
おとなの贅沢時間

8/25 開催

ボタニカル・ラボ 第 1 回

金沢八景自然観察会

森を楽しむ講座 2019 特別編

鎌倉時代から重要な港であった六浦は
古刹や塩田が広がる風光明媚な入り江でした。
各所に残る史跡の面影をたどりながら
秋の自然や味覚も楽しむ企画です。
コース
一昨年のトライアルを経て今年度は本格実施のラボ。峰の原高原のリゾー
トロッジ「時空の杜」を会場に、すがすがしい青空のもと首都圏からの受講
生をお迎えして、虫よけアロマスプレー制作からスタートしました。嬉しい
ことにリピーターも何名か。和やかな雰囲気に包まれつつ午前中は広い敷地
の中を独占して、ゆったりと自然観察タイムです。

日 時
参加費
定 員

金沢八景駅→瀬戸神社→琵琶島神社→明治憲法草創の碑→
野島公園→旧伊藤博文金沢別邸→野島公園展望台→
染王寺---（シーサイドライン）---八景島→海の公園海岸→
＜桔梗亭ランチ＞→熊野神社→稱名寺→金沢文庫駅
10 月 18（金）少雨決行 9:30 京浜急行/金沢八景駅集合
5,300 円（ランチ代込み、シーサイドライン乗車は自己負担）
20 名（先着）

ボタニカル・ラボ 第 2 回
森を楽しむ講座 2019 特別編

お待ちかねのランチ♪は森の中にしつらえたレストランで。信州サーモン、
ずくだせ農場の麹いらず大豆ほか有機野菜を堪能いただきました。早朝に摘
んだフレッシュハーブティーや上田産フルーツもたっぷりと！

午後からは講義とヒノキの抽出実験を。ハーブウォーター制作を通して植
物のもつ不思議なチカラについて、思考をめぐらせました。
写真と文・石川 順子
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年間企画の秋編です。
森林インストラクターと標高 1500m の森散策。
季節のテーマに沿った講義や抽出実験によるコスメ制作。
植物のもつ不思議なチカラについて学びを深める少人数制の講座です。
地元農園食材をふんだんに使った自然食ランチも好評！
テーマ

薬草と和ハーブ 晩秋の植物観察とハーブソープづくり

会 場
日 時
参加費
定 員

リゾートロッジ「時空の杜」長野県須坂市峰の原高原
10 月 27（日）10:00-15:00
9,000 円（講義・自然観察・実験・自然食ランチ&ハーブティー）
10 名（先着）＊お友達やご家族などペアでご参加の方にプレゼント進呈！

そ

ら

もり

※日帰り設定ですが、別途ご優待価格にて時空の杜に宿泊できます
お問合せは東京校/担当石川まで。詳細案内を送付します。
●電話：090-5338-5741●FAX：03-5993-4882●E-mail：tokyo@yamaboushi.org
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監事・顧問紹介

法人会員紹介

役員会報告

前号に続き、監事・顧問の皆様をご紹介いたします。役員任期は 2 年間。

GARAKUTEI

しんこう えん

法人会員第５号 有限会社新光園（GardenStudio雅 楽 庭 ）

なかむらひろあき

監事 中村天昭さん
ネイチャートレイルや水棲生物、観察系プログラムを得意とし、
森林インストラクター会長野県役員を何年も務められました。
民間企業のご経験から運営への厳しいアドバイス。未来に向け
た可能性を引き出すべくご指導をいただいています。
な か の かつとし

監事 中野克俊さん
人材育成、企業研修の専門家。職員の気持ちを丁寧に聞いて、
スタッフの人間関係から野外活動業界マーケティングまで、立
場に応じたご指導いただいています。組織改善、運営改革のア
ドバイザー。
おおつきこういちろう

顧問 大槻幸一郎さん
かつて中部森林管理局長であった頃、国有林行政と NPO の協働
のきっかけを作っていただきました。ある時は企業経営者、ま
た地域の森林ボランティア戦力、やまぼうしの相談役と活躍の
場は広く、森林の演出家でいらっしゃいます。
2018 年春には林野庁関係、瑞宝中綬章受章。
やまぼうし自然学校設立より、様々な立場の方が正会員となり、代わるが
わる役員をお引き受けいただいて運営してきました。
インタープリターとしては有償であっても、役員としてはいまだ無償。役
員会年 4 回プラス通常総会で組織運営されています。首都圏担当理事の皆さ
んはその都度日帰り出張ですが、手土産持参でご出席。変動の大きい業務量
にも臨機応変に対応。フットワークと森林の楽しみ方が上手な方ばかり。
それぞれに研修や資格取得を積極的にされながら、各担当事業に還元し、
他の会員さんを取りまとめていただい
ています。やまぼうし自然学校が求め
られている森林に関わる幅広いニーズ
に対し、その時々できる限りの提供を
するのがポリシー。お互いの力を尊重
し合える関係性が出来上がったことが
継続につながったと感じています。
文・保母
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裕美

オンリーワンのお庭づくりをご提案
春は青々と新緑が芽生え、
夏は通り抜ける風と木陰で涼む。
秋は紅葉と虫の音を楽しみ、
冬は部屋に差し込む暖かい日差しを感じ、
雪の降り積もる景色を眺めながら春を待つ。
緑に囲まれた楽しくて暮らしやすい
「ご家族の笑顔あふれるお庭」でお客様に
もっと幸せになってもらいたい、
の思いを形に。
住所 新潟県阿賀野市天神堂 387−1 電話 0250−62−4423
E-mail info@e-oniwa.jp 雅楽庭 HP https://www.e-oniwa.jp

文・加々美 貴代

【長野校】アウトドアゲーム指導法講習会

参加者募集中

アイオレシートは、自然観察プログラムとして、また
仲間づくりプログラムとして最適なゲームを掲載した
シートです。学校の課外授業の導入で、子ども会のゲー
ムで、林間学校や自然教室の受入で、チームビルディン
グ等で、いろいろな場面で活用できるアイオレシートを
ご紹介します！
日程
会場
時間
対象
参加費
定員
講師

主催
共催

２０１９年１０月３１日（木）
国立妙高青少年の家
新潟県妙高市大字関山６３２３−２
９：００－１６：００（受付８：４５）
アウトドアゲームに興味・関心の有る方ならどなたでも
４,０００円（プログラム代）＋５３０円（昼食代）
３０名（先着順）
瀧 直也 （信州大学教育学部）
加々美 貴代（NPO 法人やまぼうし自然学校）
公益財団法人日本教育科学研究所
NPO 法人やまぼうし自然学校
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菅平つれづれ日記

facebook より

菅平といえばラグビー！このレターが届く頃は、ワールドカップ真っ只中、
熱戦が繰り広げられていることでしょう。ということで、ラグビーの話題を。
練習後、気さく
に交流してくれ
ました。

黄パンツは 70 歳
以上の証。20 代
のぎらちんと♪
♪

7月6日
我らがハセ G！
恒例の試合。

9 月 11 日
イタリア代表チ
ームが菅平に！

2019 年 4 月～８月の事業実績
■体験学習
4/19・5/17・6/21・7/4 伊那市立伊那西小生活科 4/26 中野区立中野中 5/14
武蔵野東小 5/14・15・16 日本女子大学附属豊明小 5/14・15 むさしの学園小 5/15
東京学芸大学附属竹早中 5/15・16・17 中央区立銀座中 5/19 中央区立日本橋中
5/23・25 我孫子市立湖北中 5/23 深谷市立花園中 5/24 中央区立晴海中 5/29・
30・31 明治大学付属明治中 5/29 流山市立南部中 5/29 流山市立八木中 5/30・
31 深谷市立川本中 5/30 大田区立馬込第二小 5/31・6/1 深谷市立岡部中 6/1・2
我孫子市立我孫子中 6/4 東京共育学園 6/5 穎明館中 6/6・7 中央区立佃中 6/6 横浜
市立港南中 6/7 所沢市立清進小 6/21 大田区中学校特別支援学級合同 6/26 大田区
立久原小 7/4・5 国立音楽大学附属小 7/6・7・8・9・10・11・12・13 日本体
育大学キャンプ実習 7/11 上田市立神科小 7/17 茨城大学教育学部附属中 7/19 所沢
市立西富小 7/19・20 所沢市立並木小 7/20・22 駒込中 7/22・24・28・30 光
塩女子学院中等科/高等科 7/22 所沢市立北秋津小 7/22 富士見市立針ヶ谷小 7/22・
23 暁星中 7/22・23 八潮市立大原小 7/23・25・27・29・31・8/2・4・6 豊
島岡女子学園中高 7/23 川越市立大東東小 7/23・24 日本大学第二中 7/24・25 富
山県立福岡高 7/26 ふじみ野市立上野台小 7/29 春日部市立武里西小 7/29・30 城
西川越中 8/4 中央大学附属横浜中 8/7 神栖市立波崎第四中 8/20-22 開智学園 7 年
生 8/31 新宿区立戸山小
■講座
長野校：5/1・5・7/3・7 インタープリター養成講座 4/7・5/11-12・5/18 上高
地白樺ネイチャーガイド養成講座
東京校：4/20・21・5/18・19・6/15・16 7/6・7・8/3・4 森林ボランティア
養成コース 4/9・11・5/9・14・6/11・13・7/9・11 森を楽しむ講座森めぐり
コース 4/23・25・5/23・28・6/25・27 森を楽しむ講座街の樹めぐりコース 5/8・
6/5・7/3 神奈川シニア大学専科コース 4/17・5/15・6/19・7/17 神奈川シニ
ア大学入門コース 4/7・5/6・6/2・7/7・8/4 黒川ネイチャーボランティア
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■イベント
長野校：4/30・8/18 いつでもクラフト 5/2 いつでもアウトドア 5/3 炭焼き体験
5/4 りんごのお花見＆ガレット
東京校：5/24 多摩丘陵自然観察会 7/13 高尾薬王院自然観察会 8/25 ボタニカルラ
ボ
■遊び隊・フォレストキッズ・サマーキャンプ・中国キャンプ
4/21・27・28・5/19・25・26・6/15-16・6/22-23・6/29-30・8/25・
8/31 遊び隊 5/19・8/25 森あちょびクラブ 5/25・6/22・7/13 フォレストキッ
ズ 8/3-6・6-9・9-12・12-15（原人コース）
・15-18・18-21・21-24 サマー
キャンプ in 信州 7/8-12・7/30-8/3・8-22-26 ベビーレッツゴー中国キャンプ
■委託・講師
4/17・18 秋草学園高（SUOP 委託）4/20・29・30・5/1・8/20・21・22 別
所温泉上松屋クラフト出張 4/29 真田中央公民館自然学習講座 5/8-10 日本美容専門
学校（ワンパク大学委託）5/17・24・31・6/8・13・20・27・7/5・13 ワラビ
採集調査・集計（筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所委託）5/18 長和町子育
て支援センター5/18 春のキッズフェスタ 5/19 さくら咲くライブ 5/20・6/3・
6/17・7/1・８・8/26 丸子コスモス大学 5/25 別所線と走ろう 5/26・7/21 小
諸ミズオオバコたんけんビオトープ 5/26 さなだウォーク 6/2 戸隠ふれあいの森植樹
祭 6/2 菅平カントリーフェスティバル 6/2 環境ウォッチ（上田市都市計画課委託）
6/4・5・14・15・7/25・26・27・8/27 郁文館夢学園 6/8GreenGift 地球元気
プログラム 6/27 菅平保育園 6/30 親子 de アウトドアチャレンジ 7/2・8 高山蝶パ
トロール 7/5 傍陽小川遊び 7/12 坂口登山フェスティバル講演 7/13 坂口登山フェ
スティバル登山ガイド 7/15 フィオーレ菅平散歩 7/27 みどりの体験塾・森の学校烏
帽子岳登山 7/28 台湾メディア向け自然体験 8/2 佐久地域みどりの少年団交流集会
8/4NBS 自然体験スクール 8/7 みどりの少年団指導者スキルアップ研修会 8/8 セミ
の抜け殻さがし（長野県環境保全研究所）8/20・21・22 夏休みわくわく体験学校
8/26 ずくだせテレビ根子岳登山 8/28 上田市観光協会クラフト体験 8/31 上小 PTA
連合会研究集会講演
■事務局（会議・出展・協力・参加）
4/11・6/11・7/7 峰の原ネットワーク 4/13 御所自治会原峠森林整備 4/23・8/28
森林ボランティア・NPO 連携推進会議 5/3 太郎山バーティカルコースボランティア
5/13 根子岳・四阿山保全に関する関係者打合会 4/12・5/14・6/11CONE フォー
ラム会議 5/27 戸隠ふれあいの森笹刈り 5/28 長野県環境審議会 6/13 高山蝶パトロ
ール会議 6/15・16 サマーキャンプ説明会・アシスタント研修 6/22 真田の郷まち
づくり推進会議総会 6/25・26・28・7/6・8 信州堂桃の袋かけ作業 6/26 根子岳・
四阿山保全協議会総会 6/26 森林づくり上小会議 6/29-30CONE フォーラム
6/30CONE 事業委員会 7/14 岳の幟 8/7 長野県公共事業評価監視委員会 8/27 菅
平保育園カレーパーティ 8/27 上田市中央公民館運営審議会 8/29JTB 菅平説明会
■上高地白樺自然学校
ツアー135 本ガイド 177 名、学校 7 校ガイド 76 名、常駐延べガイド 168 名
***************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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