
あそびむし探検隊 ワンパククラブ共通追加の持ち物
6月19日の活動では、以下の服装と追加の持ち物がすべて必要となります。

服装 マスク着用でご集合ください。

集合時からできるだけ丈の短い半ズボンをはいてきてください。集合時は運動靴を履いてくることをお願いします。

現地でマリンシューズに履き替えます。活動後は運動靴に履き替えて解散場所の新宿に向かいます。

基本の持ち物に追加する物

●マリンシューズ（指先からかかとまでしっかり覆っているもの ビーチサンダルは不可）

靴下をはいてマリンシューズを履きます。※上履きなどを代用してご利用いただくことも可能です。

●タオル(巻タオルがあればお持ちください) ●下着（靴下、パンツ）を含んだ着替え一式を含めた着替えは、必ずお持ちください

●乗り物酔いの心配がある方は、予め酔い止め薬を服用してご参加下さい。復路分の酔い止め薬もご用意ください。

■毎回の活動時に持ってきていただく持ち物は以下の物となります。リュックにまとめてご用意ください。

健康チェックシート(ホームページからダウンロード可能） マスク 予備２ ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ ハンカチ

水筒（お茶か水 水筒もリュックの中に入れてください） お弁当 しきもの（シート等） ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ ﾚｼﾞ袋3枚

雨具（カッパ）（晴れていても必ずお持ちください） 折りたたみのかさ（天気があやしい時・取り扱いのお手伝いをします）

着替え（ズボン・シャツ）1組 汗ふきタオル 帽子（小学生以上は必須。幼児は色帽子を貸し出します）

各活動に追加の持ち物があります。ご確認ください。

★あそびむし探検隊・ワンパククラブ共通★

集合解散 集合 ８時３０分 / 解散 １６時３０分

活動場所 三浦半島 葉山町 芝崎海岸 （雨天決行）

カッパを着て活動します。上下に別れたカッパをお持ちください。

交 通 貸切バス （東交観光バス）

対象 定員 幼児 ２０名 小中学生 ２１名

参加費 幼児・小学生・中学生 ９，８００円

★初参加または今年度初回の参加の方は「参加カード」を当日の解散時にお渡しします。

・持ち物にはすべて名前を書いてください。

・荷物は１つのリュックにまとめましょう。持ち物の準備はお子様と一緒にしてください。

・晴れていても雨具（カッパ）を持ってきてください。上下に分かれたズボンのある雨具でお願いします。

ポンチョやレインコートは活動には不向きなので、利用できません。

・お弁当は食べやすいものをご用意ください。

・環境に配慮し、ペットボトルではなく水筒をご用意ください。水筒の中身を飲み干してしまった時には水道水で補充をいたします。水道水が

不都合な場合は予備をお持ち下さい。軽量化を重視し、予備はペットボトルで構いません。

・おやつは用意しております。お菓子、おもちゃ、遊び道具、ＩＣカード、携帯電話はお持ちにならないでください。

・個人の持ち物の不備による事故や怪我は責任を負いかねます。

・持薬や酔い止め薬が必要な方はご用意いただき、詳細を健康チェックシートにご記入の上、当日の班の担当者にお渡し下さい。

★ねらい★ (共通）

・磯を実際に歩いて磯の環境を知る

・磯の生き物を実際に見たり触れたりして、五感で磯を体験する

・磯の生き物にも命があることを知り、優しく触れあう体験をする

★あそびむし探検隊・ワンパククラブ共通★

集合解散 集合 ８時３０分 / 解散 １６時３０分

活動場所 国立オリンピック記念青少年総合センター（雨天決行）

※屋根のある場所で活動します。

カッパを着て活動します。上下に別れたカッパをお持ちください。

交 通 小田急線線

対象 定員 幼児 ２０名 小中学生 ２４名

参加費 幼児・小学生 ９，０００円 中学生 ９，５００円

★あそびむし探検隊・ワンパククラブ共通★

集合解散 集合 ８時３０分 / 解散 １６時３０分

活動場所 国立オリンピック記念青少年総合センター（雨天決行）

※屋根のある場所で活動します。

カッパを着て活動します。上下に別れたカッパをお持ちください。

交 通 小田急線線

対象 定員 幼児 ２０名 小中学生 ２４名

参加費 幼児・小学生 ９，０００円 中学生 ９，５００円

※同じ場所での開催ですが、あそびむし探検隊と
ワンパククラブは別行動となります。

小学生以上が対象のプログラム ワンパククラブあそびむし探検隊 ワンパククラブ同日開催

町の天然記念物の磯です。
生き物にはやさしく観察しましょう。

けむりが～ しみる～

■服装について

・必ずマスク着用、ワンパククラブは帽子をかぶった状態でご集合ください。

・女の子もしっかりとしたズボンで参加してください。 (キュロットスカート、レギンスは不可。) 

・汚れてもよい服装と履き慣れた運動靴でご参加ください。雨天時は、カッパを着て活動します。

・髪の長い子は、必ず髪を束ねて来てください。

ポンチョ
レインコート

集合解散 集合 8時 / 解散 1８時
※通常の時間と異なります

活動場所 御殿場ビッグマウンテンランチ （雨天決行）

交 通 小田急線 ＪＲ御殿場線 路線バス(約10分)

対象 定員 小学生・中学生 １２名

参加費 小学生 １９，０００円 中学生 ２０，５００円

集合解散 集合 ８時３０分 / 解散 １６時３０分

活動場所 八国山緑地（雨天決行カッパを着て活動します）

交 通 西武新宿線

対象 定員 幼児 20名

参加費 幼児 ８，５００円

服装 長ズボン(七分丈ズボンは不可）
集合時からマスク着用 帽子着用

基本の持ち物に追加する物 なし 雨予報の場合は、傘とカッパ
の両方をお持ちください。

★ねらい★

・森で遊ぶ体験をし、生命力あふれる森の自然を感じる

・自然物を材料とし、創作活動を通し、お友達と協力し1つの
かくれがを作り、創意工夫する楽しさを知る

服装 虫刺されを防ぐために集合時から長ズボン

活動中は薄手の長袖の服を着用 集合時からマスク着用

基本の持ち物に追加する物

軍手 薄手の長袖の服

★ねらい★

・馬とふれあい、お世話をすることで、大きな動物についての

理解を深め、馬の「命」について考える。

・馬に自分の意思をはっきりと伝えることで、自分で考える力

や集中力を養う。

きのえだをもやすとどんなおとがする？
けむりはどんないろ？ ひをもやして、じぶん
たちでおひるごはんをつくってみよう！
★メニュー★
ホットサンド・ミルクティ・やきバナナ

★メニュー★
カレーライス・サラダ・やきバナナ

★ねらい★

・キャンプ技術の基本を体験（火をつける、ごはんを作る、テントをたてる）

・キャンプは協力が欠かせないことを 知る （テント設営、炊事）

★ねらい★

・火について知る体験（におい 炎 煙など五感で感じる）

・まきを燃やす体験

・自分で作ったものを食べてみる体験

もりのなかに「かくれが」をつくります。
えだやはっぱをつかって、おともだちときょうりょくして
じまんの「かくれが」をつくりましょう！

いそは、岩がゴツゴツしている海べです。
そこには、「海の生き物」がたくさんすん
でいます。どんな生き物がすんでいるのか、
じっくり見てみます。
海の生き物にも「いのち」があります。
観察したあとはそっと海に返してあげまし
ょう。

木と木の間のせまい道を通るように、
馬を自分であやつります。

おおきなきはみんなではこぼう

デザートのやきバナナ

あまくて おいしい！

日帰り乗馬 ②
ひ がえ じょう ば

年間に何度も乗馬体験があります。継続して練習をする
ことで、自分で馬をあやつることや、走ることができる
ようになります。馬とふれあい、自分の意思を伝える
大切さや集中力を養います。

ねんかん なんど じょうばたいけん けいぞく れんしゅう

じぶん うま はし

うま じぶん いし つた

たいせつ しゅうちゅうりょくやしな

6月19日6月19日

7月10日

いそのたんけん
いそ い もの

ひのたんけん めざせ！キャンプの達人
たつ じん

服装 汚れても良い服装。集合時から長ズボン着用
運動靴 集合時からマスク着用

基本の持ち物に追加する物
木綿の軍手（手のサイズに合った物・ゴムのブツブツがついてい
ない物をご用意ください） 幼児のみ→乾いた牛乳パック1つ

★お弁当は不要です。飲み物は水筒に入れてお持ちください。
雨予報の場合は、傘とカッパの両方をお持ちください。

7月10日

【重要】食物アレルギーについて

食物アレルギーのある方は、お申込み前にご相談ください。できる限り

の対応をいたしますが、ご希望に沿うことができないこともあります。

6月12日

7月17日 日帰り乗馬 ③
ひ がえ じょう ば

年中～年長対象のプログラム あそびむし探検隊

7月17日 かくれがつくり

今年はみつけることが
できるかな？
人気のアオウミウシ
←

↓ウニはウニでもいろいろな種類があるよ

火をおこして、まきを燃やしておいしい
ごはんをたきます。ほうちょうでお肉や
野菜を切ってみよう。
テントの立て方もおぼえて
キャンプの達人になろう！

テントって ひろいね～

馬に乗るだけではなく、
馬小屋のそうじや
えさ作りも体験します。

じまんのかくれがができました

えだをくみあわせて
かべにしようか？

いわ うみ

火の探検の追加持ち物

1リットルの牛乳パックを
切り開かず、そのままの

形で洗って乾かしたもの
を1人に1つ追加の持ち
物に加えてください。

うみ い もの

い もの

いわ

み

うみ い もの

かんさつ うみ かえ

ひ も

た かた

や さい き

たつじん

にく

馬の「ていてつ」が
ほしい人にはおみやげになります。


