
■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。

集合解散 集合 ８時３０分 / 解散 １６時３０分

活動場所 川崎市黒川 （雨天決行） カッパを着て活動

交通 京王線 小田急線

対象 定員 幼児 ２０名

参加費 幼児 ９，０００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★

・収穫体験を通して、土に触れる ・とれたての作物を味わう体験

・作物や自然の実りに感謝するきっかけつくり

小学生以上が対象のプログラム ワンパククラブ

むしがすきなこ
あつまれ～！！

■服装について

・マスク着用。状況に応じてマスクを使用します。ワンパククラブは帽子をかぶってご集合ください。

・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

交 通 西武新宿線

対象 定員 幼児 ２０名

参加費 幼児 ８，５００円

★ねらい★

・釣りの体験を通して、餌の命。魚の命など、命を身近に感じる

・川や海について知り、汽水域の生き物について理解を深める
・東京湾の現状を知ることで、自然を大切にする心を育む

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★

・竹から自分のお箸を作り、そのお箸を使う体験

・流しそうめんの体験を通して、その楽しさを知る

・竹の特性を知る

ひろいすなはまで、たっぷりの「すな」をつかって
おおきな「すなのさくひん」をつくろう。

★ねらい★

・マリンスポーツのシーカヤックの体験

・海面の近くの海を感じ、違う視点から海を見てみる

★ねらい★

・たっぷりの砂で遊びながら砂の特性を知る

・何もない砂浜で創意工夫を凝らした創作活動を行う

・お友達と協力して1つの作品を作る体験

バッタやコオロギはたくさんいるよ！
クワガタもみつけたいね。 むしたちとあそぼう

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 なし

【重要】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

★年間案内より日程が変更になりました

★ねらい★

・自然豊かな森や原っぱで虫を探し・虫の命や生態について考える

・遊具のない自然の中で自然物だけで遊ぶ

年中～年長対象のプログラム あそびむし探検隊

集合解散 集合 ８時３０分 / 解散 １６時３０分

活動場所 大田区・ふるさとの浜辺公園

（雨天決行）カッパを着て活動します

交通 ＪＲ 京急線

対象 定員 幼児 ２０名

参加費 幼児 ８，５００円

9月11日 らっかせいほり ９月25日 ムシムシたんけんたい

小学３年生以上が対象

9月25日

10月1６日

マイ竹箸づくりと流しそうめん9月18日
たけはし なが ハゼ釣りにチャレンジA10月９日

つ

10月10日 ハゼ釣りにチャレンジB
つ

服装 運動靴 長袖 長ズボン 集合時からマスク着用
基本の持ち物に追加する物 軍手

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

薄手の長袖の服 前日や当日が雨の場合は長靴

集合解散 集合 ８時１５分 / 解散 １６時５０分

活動場所 三浦半島一式海岸（雨天決行） カッパを着て活動

交通 ＪＲ 京急路線バス

対象 定員 小学3年生以上 １５名

参加費 小学生 １３，０００円 中学生 １４，０００円

集合解散 集合 ８時３０分 / 解散 １６時３０分

活動場所 川崎市青少年施設(雨天決行）

交 通 小田急線

対象 定員 小学生・中学生 ２４名

参加費 小学生 ９，５００円 中学生 １０，０００円

集合解散 集合 ８時３０分 / 解散 １６時３０分

活動場所 大田区 平和島

交 通 JR 京急線

対象 定員 小学生 中学生 ２４名

参加費 小学生 ９，５００円 中学生 １０，０００円

シーカヤックに挑戦
ちょうせん

【重要】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

すなはまのたんけん

「らっかせい」どんなところでそだてられているかな？
おやつは ゆでたらっかせい！
とれたてらっかせいはおいしいよ！

おおつぶの
らっかせいが
とれました！！！

こんなにひろい すなはまであそぼう！

葉山の海でマリンスポーツを楽しもう！
遠くには江の島がみえる！

ワンパク大学では、
久しぶりの活動です。
挑戦してみよう！

流れてくるのは
そうめんだけじゃない
なにが流れてくるのか
おたのしみに！！竹をつかった

遊具でも
あそぶよ！！

人気の活動なので、
同じ活動を2回実施
します。いずれかに
お申込みください。
【指導協力】エルフィン体験共育くらぶ

えさも自分で
はりに つけるよ

たこです カニをつくったよ

服装 持ち物について
※参加者の皆様に別途持ち物をご案内いたします

服装 運動靴 丈の短い半ズボン（スパッツのある方はスパッツの
上に半ズボン着用） 集合時からマスク着用
基本の持ち物に追加する物 マリンシューズ タオル

10月1６日 日帰り乗馬④

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

★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

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。
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