
 

 

今年も南房総に春がやってきました。植物から元気をもらいに、自然の中に飛び出しましょう。 

（南房総市 道の駅鄙の里） 
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前回のニュースレター（秋号）を昨年１０月に

発行してからすでに半年近くが過ぎようとして

います。皆様におかれましては、いかがお過ごし

でございましたでしょうか？ 

年末・年始あたりから、新型コロナウイルスの

感染状況が悪化し、令和３年１月７日には、１都

３県に緊急事態宣言が発令されることになりま

した。NPO 法人千葉自然学校では、委託管理して

いる青少年教育施設の受け入れや主催事業を再

び停止・中止することになり、１月の事業はほぼ

中止となりました。千葉自然学校にとっても、こ

の一年は、本当に苦しく厳しい時間でありました。

一体いつになったら、日常の生活を取り戻すこと

ができるのだろうと、誰しもが思っているのでは

ないでしょうか？ 

さて、１２月の冬休みについてですが、いつも

の年なら、スキーキャンプやスノーキャンプが数

多く開催され、子どもたちにとっては、かけがえ

のない楽しい時間となるはずでした。１２月２８

日より、Go To トラベル停止という政府の決定が

あり、千葉自然学校では、この冬、計画した５コ

ースのスキーキャンプのうち３つのスキーキャ

ンプが中止となってしました。特に今年のスキー

キャンプについては、参加者や保護者の方からの

ニーズが高く、どのコースも定員に近い応募があ

りました。中止となったコースの子どもたちには、

とても残念な思いをさせてしまいました。 

実施出来たのは、国立那須甲子青少年自然の家

に宿泊し、周辺のフィールドでの雪上遊びコース

とスキーコースの２本のプログラムでした。 

今シーズンは雪に恵まれ、子どもたちは、初め

て、真っ白な世界に飛び込み、喜々として雪と戯

れていました。雪だるまをつくったり、雪合戦を

したり、雪洞を掘ったり、一日中楽しく遊んでい

ました。また、スキーのプログラムでは自然の家 

 

 

 

 

 

 

から近隣のスキー場に出かけ、スキーの練習をし

ます。 

初めてスキーを体験する子どもがほとんどで

すが、歩行、階段登行、Vの字滑走などにチャレ

ンジし、最終日には、全員がリフトに何本も乗り、

転ばずに滑って来られるようになりました。風を

切り、長い距離を滑ることができるようになり、

日常では、得られないような爽快感や達成感や満

足感を味わうことのできる貴重な体験であった

と思います。 

最後に、コロナ禍の状況ではありますが、自然

体験活動は、屋外で行われる活動であるため、密

閉空間ではないことから感染リスクが低いと言

われています。また、マスクの着用や手洗いうが

いの励行やプログラムを実施する際に密集しな

いようにソーシャルディスタンスをしっかり取

るなどの対策を行い、コロナウイルス感染予防を

徹底しながら、自然体験活動を行っております。 

千葉自然学校では、「人と人、人と自然を繋げ

ること」を目的に子どもからシニアまで幅広い年

代を対象に、自然から学び、自然を活用し、地域

に根差した活動を行っています。皆様方には、さ

まざまな機会に千葉自然学校の施設やプログラ

ムをご利用、ご活用していただければ幸いです。   

今後とも千葉自然学校をよろしくお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長 久保田 康雄 

不易流行…いつまでも変化しない本質的なものを忘れない中にも、新しく変化を重ねているものをも取り入れていくこと。

また、新味を求めて変化を重ねていく流行性こそが不易の本質であること。 

不易流行 



 

 
 

  

昨年８月末に千葉自然学校６期同級の加藤さんから

「香川さん、出番ですよ！」との突然のメールから事が

動き始めました。「ろくすけ風呂場外壁の修理を」と名指

しの作業依頼でした。以前に趣味が DIY であることを学

校で話していた私にお鉢が回ってきた次第です。 

世間はコロナ禍による自粛が唱えられ、いらいらがつ

のっていた時分でしたが南房総は当時感染者も殆ど無く

趣味が活かせて自然の中で皆と再会が出来るならと同期

の応援を条件に快諾しました。 

９月に入ってから涼しくなった頃を見計らい同期生に

応援依頼の声掛けを行い４～５名の了解を得て工事着手

の運びとなりました。方法は素人でも出来そうな「腐食

したトタンを撤去して新しくガルバニュウム波板に張り

替える」こととしました。資材調達と工具は私の範疇と

心得て準備しましたが作業自体は殆ど仲間にお任せしま

した。昼の作業はああだこうだと言いあい、夜は囲炉裏

を囲む反省会となり毎回楽しい集いとなりました。 

千葉千葉千葉千葉シニアシニアシニアシニア自然大学特別編自然大学特別編自然大学特別編自然大学特別編    

結果、泊まり込み３回を含め、延べ日数１０日、延べ作

業人数３７人にて完工しました。 

釘を打ち損なったへこみがあちこちに残り、素人仕事は

歴然としていますが最後にはそれなりの達成感を感じ取

ることが出来ました。また機会があればお手伝いしたいと

思います。 

最後にその都度、食事他のお世話を頂きました遠藤さ

ん、足場架けをお願いしました田邊さんに厚くお礼申し上

げます。ありがとうございました。 

        （文：シニア自然大学６期 香川史生） 

ろくすけの春は水仙と椿、そして梅の開花で始まりました。 

紅椿は枝が折れんばかりに花をつけ、地面一面に紅を散らしていま 

した。桜のつぼみも日に日に膨らんでいます。 

 こんな自然界の変わらぬ営みとはうらはらに、昨年は予定していた 

企画の多くを中止せざるを得ませんでした。 

しかし、そのような中でも「ろくすけの会」の大豆の収穫、そら豆 

播種、千葉シニア自然大学６期生有志による浴室外壁の修理、都内 

米作りグループも加えたオール「ろくすけチーム」の棚田の草刈り、昆虫愛好家グループによる稀少種保

全のとりくみ、そして暮れには女性３人による神棚の掃除、千葉県立君津亀山少年自然の家正月しめ飾り

作成チームにより神棚から裏山の田の神様の祠までしめ飾りを飾って頂き、無事に新年を迎えることがで

きました。多くの皆さんのご支援に感謝申し上げます。 

 １月後半からみそづくりを始めています。３月一杯まで延べ３０回実施する予定です。皆さんから美味

しいと喜んで頂いているので、今年は昨年の倍量を作ろうと予定しています。昔よりも消費量が減少して

いるみそですが、野菜や肉、魚も入れて実だくさんのみそ汁にすれば、手もかからず、食べやすく、野菜

もたくさん食べることができます。免疫力が求められるこの時代に、おすすめしたいみそ汁の復活です。 

 家籠りが続き体力低下、そして気づかないけれど心の疲れがたまっています。ご家族で、限られた仲間

で「ろくすけ」においで頂ければどんなにかほっとされるだろうと思う日々です。 

（文：遠藤陽子／サニー） 

～ろくすけ湯殿令和大改修プロジェクト・顛末記～    

千葉自然学校では、築１９０年の古民家を管理しています。南房総市平久里という地域にあり、周りは里山。まるで昔話のような場所です。 
この家には屋号という昔からの愛称があり、皆から親しみを込めて「ろくすけ」と呼ばれています。シニア自然大学やヤックス自然学校のキャンプ 
リーダーの力を借りて少しずつ整備を進め、子ども・大人のキャンプなどで皆が過ごしやすい場所を目指しています。時々テレビにも出ています！ 

ろくすけろくすけろくすけろくすけ日和日和日和日和    『『『『ろくすけのろくすけのろくすけのろくすけの取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～早春編早春編早春編早春編～～～～』』』』    

生まれ変わった浴室外観ぜひ見に来てください！ 



 

       

 

 

  

12/26(土)～28(月) 国立那須甲子青少年自然の家 こども 

スキー、雪遊び、熊撃ち猟師さんのお話 

少し早いクリスマスパーティーを楽しみました。みんな

で作ったディナーやお楽しみパーティーは１年生から６年

生まで仲良くアットホームな雰囲気で、楽しく過ごせた２

日間でした。森のクラフトでは個性溢れる作品が完成する

と、嬉しそうに見せ合っている姿もあり、自然と子ども達

が輪になり笑顔の絶えない時間となりました。 

12 月～１月 主催事業現場レポート 

 
みんなでクリスマスパーティー 

 スノーあそベンチャー 
（スキーコース＆雪遊びコース） 

12/19(土)～20(日) 君津亀山少年自然の家 こども 

アウトドアクッキング、パーティー、クラフト、たき火 
こども 

スキーコースでパシャリ☆ 
広々としたゲレンデで、気持ちよく滑りました！ 
 

こども 

雪遊びコースでパシャリ☆ 
ふわふわたっぷりの雪で遊びつくしました！ 
 

普段の生活ではあまり雪に触れることはない千葉の子ど

もたち。現地に到着した途端、一面の雪景色に大興奮！コ

ースごとに分かれて、スキー＆雪遊びを楽しみました。 

スキーコースでは、ほとんどの子が初挑戦。長いスキー

板や斜面に苦戦しつつも一生懸命チャレンジし、プルーク

姿勢（いわゆるハの字）で滑れるようにまでなりました。

しかしさすが小学生高学年のみんな。「もっと上手に滑りた

い！」「スピードを出せるようにしたい！」と、向上心に溢

れる姿も。リフトに乗ってぐんぐん上がっていく高揚感、

斜面を滑り降りる時の疾走感、トレーン滑走でみんなでタ

ーンを描いた時の一体感…など、心震わす一瞬一瞬の感覚

を忘れないで欲しいなと思います。                

雪遊びコースでは、子どもたちの創造力が最大限に発揮！

自分たちの身長よりも大きな雪だるまを作ったり、大人も入

れるかまくらやトンネルを作ったり。そして雪合戦やそり滑

りも白熱！豊富な雪があるからこその贅沢な時間。みんな本

能の赴くまま、雪国での活動を謳歌しました。 

雪遊びの他にも、夜は地元猟師さんから、クマと人間の関

係や、山に入る時のマナーなどの話を聞いたり、自然の家の

展示室で那須甲子の植生や生き物について学んだりと、盛り

だくさんの２泊３日でした。           

子どもたちも何かと窮屈な思いをしてきた約１年。その鬱

憤を晴らすかのような子どもたちの元気さと無邪気さに、ス

タッフもパワーをもらいました。また来シーズンも、雪国で

一緒に元気な姿で活動できることを心から願います。     

クリスマスディナーのメニュー
はハンバーグとシチュー♪ 
おいしく出来ました☆ 

（文：菊地夏代／モンキチ） 

（文：花嶋桃子／ぽにょ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

●日程：５月１日（土）～３日（月・祝） ２泊３日 
●場所：君津市 千葉県立君津亀山少年自然の家、亀山湖 
●対象 小学 1～6 年生、中学 1～2 年生 
●定員 ３０名（最少催行人数：２０名） 
●参加費用 CNS クラブ会員：４０,000 円 
                  一般：４３,００0 円 
※費用に含まれるもの：食費（1日目の夕食～最終日昼食）、

宿泊費、プログラム費等 
※ご自宅～君津駅までの交通費（電車代）は別途必要 

 カヌー＆フィッシングキャンプ 

冬晴れの気持ちいい気候の中、川崎勝丸さんのご案内で

新年一発目の「古道を歩く」を実施しました。   

今回は密を避けて５名の参加者の方と、那古船形駅を起

点に旧小原道に向けてスタート。国道から少し離れただけ

で感じるのどかな雰囲気の古道、頼朝がお越しになられた

ことから名がついた「御越坂」、忍足佐内の碑を巡るコー

スはご参加の皆さんの良い気分 

転換になったようです。 

なかなか外出しづらい時期では 

ありますが、今後も、密を避けて 

のんびりとした古道歩きを実施 

出来ればと思います。 

 

おとな 
房総の古道を歩く！房総の古道を歩く！房総の古道を歩く！房総の古道を歩く！    

義民 忍足佐内・房総の大街道を歩く 

1/30(土) 日帰り 館山市那古船形周辺 
おとな ハイキング 

親子 

令和３年度 

千葉自然学校イベントのご案内 

こども 

（文：佐藤昭仁／アリ） 

 ファミリーカヌーツーリング 

令和３年度のイベントは５月からスタート！ 

どのイベントも密を避けて少人数での実施となります。 

詳細はホームページにて！！ 

●日程：５月４日（火・祝）、５日（水・祝） 日帰り 
●場所：君津市 亀山湖  
●対象 小学 1 年生以上の親子 
●定員 １０名 
●参加費用 中学生以上：７,８00 円 
          小学生以下：６,８０0 円 
※費用に含まれるもの：プログラム費等 
※ご自宅～現地までの交通費は別途必要  

●日程：５月１５日（土）～１６日（日） １泊２日 
●場所：南房総市 古民家「ろくすけ」、岩井海岸（予定） 
●対象 小学 1～6 年生 
●定員 １６名（最少催行人数：１２名） 
●参加費用 CNS クラブ会員：１３,８00 円 
                  一般：１６,８０0 円 
※費用に含まれるもの：食費（1 日目の夕食～最終日昼食）、

宿泊費、プログラム費等 
※ご自宅～岩井駅までの交通費（電車代）は別途必要  

ゴールデンウィークの大人気キャンプ。亀山湖にカヌー

で漕ぎだそう＆大物を釣り上げろ！ 

親子でカヌツーリングに挑戦しませんか！新緑の季節、

亀山湖にのんびり漕ぎだしましょう。 

こども 

 ろくすけ野遊び塾 
 海遊び・海釣り 

南房総で海遊び、海釣りをやってみよう！夜は古民家 

ろくすけにホームステイ。たき火に星空観察だ！ 



 

 

  

千葉県にはたくさんの森があります。そこで遊んだことのある 

人はどれくらいいらっしゃるでしょうか？そんな千葉の森を身近 

に感じてもらいたいと、森林課が取り組む「ちばの森あそび体験 

事業」に参画し、１１月・１２月に佐倉と南房総で親子を対象と 

した日帰りの体験イベントを開催しました。 

 佐倉エリアは、会員校の NPO 法人佐倉みどりネットと協働で、 

みどりネットの里山フィールドを使い、焚き火と落ち葉スタンプの体験。南房総エリアは、大房岬で 

同じく会員校の一般社団法人森のようちえんはっぴーと協働で焚き火と自然物を入れた万華鏡作りの

体験を行いました。 

 印象的だったのは、どんどんチャレンジする子どもたちを心配そうに見守っていた大人が、少しずつ

近づいてきて、いつのまにか一緒に笑って体験に参加していく様子でした。こういったイベントをきっ

かけに、千葉の自然に興味を持っていただけたら嬉しいです。 

岩井駅の花壇植栽（千葉県「中山間ふるさと活性化チャレンジ事業」）岩井駅の花壇植栽（千葉県「中山間ふるさと活性化チャレンジ事業」）岩井駅の花壇植栽（千葉県「中山間ふるさと活性化チャレンジ事業」）岩井駅の花壇植栽（千葉県「中山間ふるさと活性化チャレンジ事業」）    

    

≪≪≪≪受託受託受託受託・ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク事業事業事業事業≫≫≫≫    

千葉の森遊び体験事業千葉の森遊び体験事業千葉の森遊び体験事業千葉の森遊び体験事業（千葉県農林水産部森林課）（千葉県農林水産部森林課）（千葉県農林水産部森林課）（千葉県農林水産部森林課） 

    

（文：佐藤玲子／かつを） 

 

流山高校の園芸課の高校生と南房総市の平久里地区の農業交流が 

スタートして今年で５年目を迎えました。やりたいことも増え、今年 

はどんなことをやろうかと相談をしていた春、新型コロナウイルスの 

影響で、現地での交流が難しくなってしまいました。 

 それでも何か高校生にできることはないかと、担当の先生が提案 

してくれたのが、高校生が育てた花の苗を地域に植栽することでした。 

 そして、１２月１０日、流山高校から届いたパンジーの花を、平群 

ツーリズム協議会と岩井案内人の会の皆さんと一緒に岩井駅の花壇に植栽しました。 

 駅のホームから、そして電車から、流山高校の高校生が育てたパンジーの花を見ることができます。近く

を通られる方はぜひのぞいてみてください！                 （文：佐藤玲子/かつを） 

 以前もご紹介しましたが、今年度古民家「ろくすけ」にて一般社団法人千葉県環境財団の環境活動支援事

業を用いた生物多様性保全の取り組みを行っています。夏の間はライトトラップや昆虫探しなどの観察会を

メインで行ってきましたが、生き物の動きが鈍くなる冬に池の整備や、蔵の裏に新たに池を造成する作業を

行っています。 

ろくすけの池はカエルなどの両生類が多く生息しています。２月に

は冬眠から少し早く目覚めるアカガエルが産卵をしていたり、トウキ

ョウサンショウウオの成体が泳いでいました。少しずつ時期をずらし

てツチガエル、アズマヒキガエル、モリアオガエル…とこれからの季

節、池は大賑わいになります。そして、新たに造成する池にも生物が

たくさん訪れてくれるかな…と願いを込めて作業中です。 

ぜひろくすけにいらっしゃる際はそっと池をのぞいてみてくださ

い。様々な生物が出迎えてくれるでしょう。（文：山崎大地/だいすけ） 

 

「ろくすけ」生き物多様性保全の取り組み～新たに池を造成中～「ろくすけ」生き物多様性保全の取り組み～新たに池を造成中～「ろくすけ」生き物多様性保全の取り組み～新たに池を造成中～「ろくすけ」生き物多様性保全の取り組み～新たに池を造成中～    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イベント報告】 

9999////1111（（（（日日日日））））    きみかめきみかめきみかめきみかめ森森森森のようちえんのようちえんのようちえんのようちえん②②②②夏夏夏夏のののの森遊森遊森遊森遊びびびび♪♪♪♪    

今回は水遊びとシャボン玉遊びを楽しみました。大人も子どもも

水鉄砲での打ち合いをしたり水風船を割ったりとみんなビショビショ

になってはしゃいでいました。またシャボン玉遊びでは色々な道具を使っ

て親子で挑戦！大きなシャボン玉が空へ飛んで行くと、子どもたちが

楽しそうに追いかけ、まだまだ暑い夏の終わりを楽しんでいました。 

 

「「「「コロナコロナコロナコロナ痩痩痩痩せしましたせしましたせしましたせしました」」」」    

 私ごとで恐縮ですが、コロナ痩せ(－１２㎏)しました。昨年５月に息子から 

ぼそっと「やせてる父ちゃんが見たいなぁ」と言われ、一念発起！初めの２か月 

程度は youtube でダイエット動画を見ながら自宅で運動していたのですが、 

あまり結果が出ず…。外を走ることにしました。走り始めは３キロ走ったら、 

もうへとへとだったのですが、少しずつ距離が伸び、今は週に４～５日ぐらい 

５キロを走っています。また休みの日はきみかめ周辺のハイキングコース探し 

もかねて、出来るだけ山を歩くようにもしました。５キロ走って消費カロリー 

は５００程度ですが、２時間程度の登山だと消費カロリーは大体１,０００を 

超えます。一昨年の台風被害でまだ通行止めのコースも多くありましたが、 

房総には２時間程度で登って下りられる山がいくつかあります。ダイエットには登山！おすすめです。 

  

 

～～～～ き み か めき み か めき み か めき み か め 便便便便 りりりり ～～～～
千葉県より指定管理を受け、「君津亀山少年自然の家」の管理・運営をしています。 

清澄山系から連なる自然度の高い森の中に建つ、最大宿泊者数３００人規模の施設

となっています。プラネタリウムの投影や芝の斜面を生かした芝すべり、カレーや石

窯ピザなどの野外調理、思い出のクラフト作成など４７種類ものアクティビティを

ご用意しております♪ 

きみかめ掲示板 

千葉県立君津亀山少年千葉県立君津亀山少年千葉県立君津亀山少年千葉県立君津亀山少年自然自然自然自然のののの家家家家        所長所長所長所長    庄司達哉庄司達哉庄司達哉庄司達哉    

千葉県立君津亀山少年自然の家 

【イベント報告】 

１２１２１２１２////１３１３１３１３（（（（日日日日））））    素敵素敵素敵素敵にににに新年新年新年新年をををを迎迎迎迎えようえようえようえよう！！！！おおおお正月飾正月飾正月飾正月飾りりりり作作作作りりりり    

歳神様を迎える準備として、また参加者の皆さんの健康 

や幸せを込めてミニ門松を作りました。竹を良い大きさに切る 

ところから始めます。このノコギリで良い具合に切るのが結構 

な作業です。各グループごと協力しながら作っていました。その 

後は飾りづけ。皆さん個性あふれる良い門松を作ることができ 

ました。最近では門松を飾るのは少ないような気がします。でも 

このミニ門松ならお手頃に出来て飾れます。日本の良き風習 

に触れる機会となりました。               香山 

 

【自然情報】      

ホーホケキョホーホケキョホーホケキョホーホケキョ♪♪♪♪    
きみかめでは春の温かな日差しに誘われ、ウグイスのさえずり

が聞こえてきます。メスにアピールしてつがいになるため、美しい

声でホーホケキョと鳴く声は、いかにも春を感じさせてくれるので

すが、実はつがいになれなかったウグイスのオスは春を過ぎてもさ

えずり続け、夏を過ぎ秋に差し掛かってさえも、ホーホケキョと

森の中から聞こえてくることも有ります。鳴きなれて、より上手

になったさえずりですが、なんだか侘しさを感じてしまいます。  

愛場 

 

ヒメヒオウギスイセン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南房総市大房岬自然南房総市大房岬自然南房総市大房岬自然南房総市大房岬自然のののの家家家家        所長所長所長所長    神保清司神保清司神保清司神保清司    

千葉県立大房岬自然公園千葉県立大房岬自然公園千葉県立大房岬自然公園千葉県立大房岬自然公園        公園長公園長公園長公園長    山口山口山口山口亮介亮介亮介亮介    

南房総市大房岬自然南房総市大房岬自然南房総市大房岬自然南房総市大房岬自然のののの家食堂家食堂家食堂家食堂（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社    体験体験体験体験とととと健康健康健康健康））））    

料理長料理長料理長料理長    松田光央松田光央松田光央松田光央    

南房総市、千葉県よりそれぞれ指定管理を受け、「大房岬自然の家・食堂」 

「大房岬自然公園」の管理・運営をしています。 

海と森の両方を楽しめる豊かな自然を活かしたプログラム・イベントが人気で、 

地元の方や千葉県内の方はもちろん、県外からも多くの方々が訪れます。 

～～～～ た い ぶ さた い ぶ さた い ぶ さた い ぶ さ 便便便便 りりりり ～～～～

・南房総市大房岬自然の家 

・千葉県立大房岬自然公園 

本格的な春を迎えて気温も上がり、ヒトも動植物も動きやすくなってきました。岬の森は、遠くどこかで咲き

始めた花々の香りが南風に乗ってうっすらと漂い鼻腔をくすぐる感じ 

がします。室内に閉じこもりがちで凝り固まった体も心も解きほぐされ 

そうな感じすらします。実際に森林セラピーなど療法の世界では、森の中 

を歩くことで心身に良い効果が表れることが証明されていますし、波の 

音と風の音、鳥のさえずりに耳を澄ましてハンモックで眠ると何とも 

言えない癒し効果があるものです。自然の中で免疫力を高めていけたら 

いいですね。 

ここ１,２年で、公園内の景色は一変しました。２０１９年９月の台風で多くの木々が倒れ、それと前後して 

ナラ枯れ病という特定樹種を枯らす病気も入ってきています。また、春の園内を彩る桜も寿命を迎えて花を

つけなくなったり枯れ始めている木が出てきました。我々スタッフも 

これまで立派にそびえたっていた大木を切ることが増えてきました。 

木が無くなり、景色が変わることは寂しいことですが、それは新たな森 

へと生まれ変わる大事なステップでもあります。今我々が行っている 

作業が、２０年後、３０年後の森への一歩だと思うとわくわくします。 

「株式会社 体験と健康」では主に千葉県内の青少年教育施設の食堂運営を行ってきましたが、近々新たに

出店・飲食販売を行います。場所は、大房岬自然公園から車で１０分ほどにあります「道の駅とみうら枇杷倶

楽部」。通年を通して賑わう場所ですが、３月～４月は花の季節ともあり、 

より多くの方が訪れる場所です。現在は出店に向けて絶賛準備中！ 

“南房総の春はまだ冷えるかも知れないので、温かいものがいいかな？” 

“地元の食材をメインに使ったものがいいかな？”とメニューを考える 

日々です。３月頃から出店予定ですので、お近くにいらっしゃいましたら 

是非お寄り下さい。 

※販売情報は南房総市大房岬自然の家の HP や Facebook にてお知らせいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taibusagram 
Taibusa-misaki 

春を待ちて… 

たいぶさ岬掲示板 

 

たき火尽くしのクリスマスを過ごしました。慣れない刃物に苦戦し

ながらも、‘全集中’で木を削り、マッチで慎重に着火。この“刃物と

火と向き合う瞬間”は、体験した人・その場にいた人だけが味わえる

幸せな瞬間です。みんなどんな気分だったのかな。 

そしてそのたき火でクッキーとケーキを焼き、岬の楽校らしいクリ

スマスのひと時でした。 

 

秋晴れの気持ちいい気候の中、大房岬ミステリーアドベンチャーを

実施しました。地図を頼りに岬の中に散りばめられた謎を解いていく

と、岬のどこかに隠された宝箱の場所と宝箱を開けるキーワードが少

しずつわかっていきます。 

皆さん、謎に頭を悩ませながらも、岬の景色を眺めたり、海辺に寄り

道しながら楽しんでいただけました。 

 

オオシマザクラは伊豆半島や伊豆七島、房総半島を原産とする桜で

す。ソメイヨシノより開花が早く、大房岬では３月上旬に咲き始めるこ

ともあります。 

ソメイヨシノとの見分け方は、花は白く、花が咲くころに葉も出てく

るのが特徴なので見分けやすいです。 

実は桜餅の葉は、オオシマザクラのものが使われています。 

 

いいね！310 件 

 

 

関東南端の房総地域も冬は生き物たちも姿が少ないです。

とうじの岬ともいわれる大房岬はとうじ＝マテバシイがたく

さん生えています。マテバシイは冬でも葉を落とさない木な

ので寒々しさは薄れますが、それでも夏の活気に比べると寂

しい気もします。 

しかし冬には冬の生き物の感じ方があります。 

左の写真は桜の冬芽。大房岬にはソメイヨシノとオオシマ

ザクラという２種類の桜があり、春にはそれぞれピンクと白

の花を咲かせ園内を彩で満たしてくれます。 

冬芽だけ見ると地味ですが、春の鮮やかさを秘めていると

考えるとたくましさやワクワクを感じられませんか？ 

＃自然 ＃冬の楽しみ方 ＃春が楽しみ 

たいぶさ岬掲示板 



 

 

  

≪≪≪≪ちば・ちば・ちば・ちば・体験活動体験活動体験活動体験活動ネットワークネットワークネットワークネットワーク≫≫≫≫    

千葉自然学校は、ネットワーク型自然学校ネットワーク型自然学校ネットワーク型自然学校ネットワーク型自然学校として 

『自然体験活動を通して千葉県の里山・里海の保全と地域の活性化を目指す』『自然体験活動を通して千葉県の里山・里海の保全と地域の活性化を目指す』『自然体験活動を通して千葉県の里山・里海の保全と地域の活性化を目指す』『自然体験活動を通して千葉県の里山・里海の保全と地域の活性化を目指す』という趣旨に賛同頂いた県内の体験活動

団体を中心とした皆様が、『千葉自然学校ネットワーク会員校』『千葉自然学校ネットワーク会員校』『千葉自然学校ネットワーク会員校』『千葉自然学校ネットワーク会員校』としてネットワークを形成し、環境保全や地域振興を図る

ことを目的として設立されました。 

森のようちえんはっぴーは、2011年 4月から大房岬自然公園を中心に、南房総の豊

かな自然の中で野外保育を行っている団体です。今回は団体を立ち上げた経緯や、コ

ロナ禍での運営についてお伺いしました。 

森森森森のようちえんはっぴーのようちえんはっぴーのようちえんはっぴーのようちえんはっぴー        

沼倉沼倉沼倉沼倉    幸子幸子幸子幸子さんさんさんさん    

【団体を立ち上げた経緯や想い】 

私と森のようちえんの出会いは、2005 年宮城県くりこま高原で開催された第 1 回森のようちえん全国交流フォーラ

ムでした。「森のようちえん」という言葉に惹かれ、何の知識も持たずに参加しました。ドイツの実践例、日本の実践例、

野外で遊ぶ子どもたちのスライド。参加している人々の熱い想い。このときの静かな興奮は、今も私を動かし続けてい

ます。館山市に移住したことをきっかけに、自分自身の手で森のようちえんを立ち上げたのは今から 10 年前のこと。

自然に親しみ豊かな心と健康な身体を育むことを目標に、野外保育に取り組んでいます。 

県内外からの教育旅行や、拠点である青少年教育施設での体験受入、その他様々な事業連携の取組を行っております。 

【コロナ禍での運営の仕方や、対策などを教えてください】 

2020 年 4 月から 2 ヶ月間は、緊急事態宣言による臨時休園措置を取りました。休園中は幾度となくスタッフとミー

ティングを行い、感染対策やこれからのことを話し合いました。6 月から通常保育を開始しましたが、残念ながら中止

した行事もありました。保護者との話し合いも何度も行い、子どものマスクの着用や手指の消毒などは、都度見直しを

行ってきました。いまはご家族の協力のもと毎日の検温や、手洗いなどの感染対策をとりながら保育を行っています。

幸いなことに野外が保育の場所なので、感染リスクも室内より低く、子どもたちは伸び伸びと過ごしています。世界中

に感染が拡大していく様子を目の当たりにして、改めて子どもたちの心と体が丈夫に育まれることの大切さを感じてい

ます。 

【今後の展望】 

子どもたちに、安心安全な給食を提供したいと考えています。幼い頃の食べ物は将来にわたる健康の礎となります。

給食提供までたどり着くには、いくつか解決しなければならないこともありますが、目標を持って少しずつ実現してい

きたいと思っています。また、⾚ちゃんとお⺟さんが⾃然の中でくつろげるような活動も取り⼊れていきたいと考えて

います。はっぴーの野外保育も 10年目を迎え、これまでの経験をもとに、安房地域全体の子どもたちに自然保育の場を

提供できるような取り組みも考えていきたいと思います。 

 

来年度（2021 年 4 月～）の参加者を募集しています。 

・森のようちえんはっぴー：（対象）3 歳児～5 歳児 （保育）月～金曜日 

・2 歳児クラス星の子   ：（対象）2 歳児 （保育）月・水・金曜日 

1 日体験会を開催しています。自然の中で遊ぶ子どもの姿をぜひ見てください。 

お問合せ、毎日の保育ブログはこちらを検索！ 

 

森のようちえんはっぴー 



 

  

 

  

千葉千葉千葉千葉・・・・体験活動体験活動体験活動体験活動ネットワークネットワークネットワークネットワーク    特別編特別編特別編特別編            

会員校会員校会員校会員校、、、、活動活動活動活動フィールドフィールドフィールドフィールド見学見学見学見学    
してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。    

当法人は、千葉県内における体験活動団体をつなぐネットワーク型の自然学校として、平成１５年より活動を行

っています。県内のネットワーク会員との連携を強化し、県内全域で幅広い世代を対象とした自然体験活動を実施

しています。 

現在会員のうち、北総・上総・南房総の県内３エリアに体験活動団体、個人の会員校が２９校あります。コロナ

禍の中ではありますが、令和２年１１⽉から１２⽉の２ヶ⽉間に２０校の会員校を久保⽥理事⻑、⼩松事務局⻑、

エリア担当者の３名で回ることができました。改めて会員校の皆さんとお話しをし、活動現場を拝見させて頂くこ

とができ、多種多様な活動を県内で実施されていました。 

令和元年の房総台風被害の爪痕を残している会員校やコロナ禍で利用者が外出自粛から減少している会員校が

いる中、逆に野外（屋外）での活動が中心であるが故に訪れる人が増加した会員校もありました。 

このような状況下ではありますが、会員校の皆さんが地域で体験活動を地道に継続されていること、お元気にご

活躍されていることがとても嬉しい限りです。 
 

 
 

 
 

 
 

【【【【南房総南房総南房総南房総エリアエリアエリアエリア】】】】    

・ワイズスノー・ワイズスノー・ワイズスノー・ワイズスノー＆＆＆＆アウトドアスクールアウトドアスクールアウトドアスクールアウトドアスクール    ・・・・NPONPONPONPO 法人佐倉法人佐倉法人佐倉法人佐倉みどりネットみどりネットみどりネットみどりネット    ・・・・一般社団法人千葉県環境財団一般社団法人千葉県環境財団一般社団法人千葉県環境財団一般社団法人千葉県環境財団    ・・・・千葉伝統郷土料理研究会千葉伝統郷土料理研究会千葉伝統郷土料理研究会千葉伝統郷土料理研究会    ・さんむアクションミュージアム・さんむアクションミュージアム・さんむアクションミュージアム・さんむアクションミュージアム                    

・・・・一般社団法人千葉県観光公社一般社団法人千葉県観光公社一般社団法人千葉県観光公社一般社団法人千葉県観光公社    ・ヤックス・ヤックス・ヤックス・ヤックス自然学校自然学校自然学校自然学校    ・・・・林造園土木株式会社林造園土木株式会社林造園土木株式会社林造園土木株式会社    ・・・・株式会社株式会社株式会社株式会社 HMCHMCHMCHMC 東京旅行事業部東京旅行事業部東京旅行事業部東京旅行事業部    ・・・・有限会社銚子海洋研究所有限会社銚子海洋研究所有限会社銚子海洋研究所有限会社銚子海洋研究所    ・ピーちゃんクラブ・ピーちゃんクラブ・ピーちゃんクラブ・ピーちゃんクラブ    

・ぬく・ぬく・ぬく・ぬく森森森森くらぶくらぶくらぶくらぶ    ・・・・食食食食とととと農農農農のののの体験工房体験工房体験工房体験工房「「「「よもぎよもぎよもぎよもぎ館館館館」」」」    ・・・・国民宿舎国民宿舎国民宿舎国民宿舎サンライズサンライズサンライズサンライズ九十九里九十九里九十九里九十九里    ・・・・「「「「わたしのわたしのわたしのわたしの田舎田舎田舎田舎」」」」谷当工房谷当工房谷当工房谷当工房    ・スコープジャパン・スコープジャパン・スコープジャパン・スコープジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社    

・ちば・ちば・ちば・ちば千葉国際千葉国際千葉国際千葉国際コンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューロー    ・・・・東京東京東京東京クラシッククラブクラシッククラブクラシッククラブクラシッククラブ    

一緒に千葉を元気に 

しませんか？ 

会員校募集中！ 

【お問い合わせ先は裏面を 

ご覧ください】 

    

【【【【北総北総北総北総エリアエリアエリアエリア】】】】    

・・・・Live StockLive StockLive StockLive Stock    ・・・・環南環南環南環南みんなのみんなのみんなのみんなの楽校楽校楽校楽校    ・・・・上総自然楽校上総自然楽校上総自然楽校上総自然楽校        ・・・・森林塾森林塾森林塾森林塾かずさのかずさのかずさのかずさの森森森森    ・・・・千葉県立内浦山県民千葉県立内浦山県民千葉県立内浦山県民千葉県立内浦山県民のののの森森森森    ・・・・NPONPONPONPO 法人大山千枚田保存会法人大山千枚田保存会法人大山千枚田保存会法人大山千枚田保存会    

・・・・NNNNPOPOPOPO 法人市津法人市津法人市津法人市津・ちはら・ちはら・ちはら・ちはら台自然学校台自然学校台自然学校台自然学校    ・・・・特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人ちばちばちばちば里山里山里山里山センターセンターセンターセンター    ・・・・NPONPONPONPO 法人里山会法人里山会法人里山会法人里山会    ・・・・株式会社株式会社株式会社株式会社かずさアカデミーパークかずさアカデミーパークかずさアカデミーパークかずさアカデミーパーク        

【【【【上総上総上総上総エリアエリアエリアエリア】】】】    

・・・・一般社団法人森一般社団法人森一般社団法人森一般社団法人森のようちえんはっぴーのようちえんはっぴーのようちえんはっぴーのようちえんはっぴー    ・・・・NPONPONPONPO 法人法人法人法人たてやま・たてやま・たてやま・たてやま・海辺海辺海辺海辺のののの鑑定団鑑定団鑑定団鑑定団    ・・・・岩井民宿組合岩井民宿組合岩井民宿組合岩井民宿組合    

・・・・白浜白浜白浜白浜オーシャンリゾートオーシャンリゾートオーシャンリゾートオーシャンリゾート    ・・・・株式会社株式会社株式会社株式会社ちばちばちばちば南房総南房総南房総南房総    ・・・・道道道道のののの駅三芳村駅三芳村駅三芳村駅三芳村・・・・鄙鄙鄙鄙のののの里里里里        

・・・・道道道道のののの駅大津駅大津駅大津駅大津のののの里里里里    花倶楽部花倶楽部花倶楽部花倶楽部    ・・・・株式会社富楽里株式会社富楽里株式会社富楽里株式会社富楽里とみやまとみやまとみやまとみやま    ・・・・千葉県立館山野鳥千葉県立館山野鳥千葉県立館山野鳥千葉県立館山野鳥のののの森森森森    ・・・・千倉町民宿組合千倉町民宿組合千倉町民宿組合千倉町民宿組合    

・・・・千倉千倉千倉千倉オレンジセンターオレンジセンターオレンジセンターオレンジセンター    ・・・・道道道道のののの駅駅駅駅とみうら・とみうら・とみうら・とみうら・枇杷倶楽部枇杷倶楽部枇杷倶楽部枇杷倶楽部    ・ローズマリー・ローズマリー・ローズマリー・ローズマリー公園公園公園公園        

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県内における自然体験活動団体をつなぐネットワーク型の自然

学校として、平成１５年より活動を行っています。自然体験を通して、千

葉県の里山・里海の保全と地域の活性化を目指しています。 

また、ネットワーク会員との連携を強化し、県内全域で幅広い世代を

対象とした自然体験活動を実施しています。 

・学校法人中村学園ハッピースイーツ製菓専門学校 様  ・株式会社戸倉商店 様 

・有限会社かしわや食堂 様              ・株式会社富楽里とみやま 様 

・林造園土木株式会社 様                             ・ＮＰＯ法人国際自然大学校 様 

・公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー 様   ・有限会社原園芸 様 

・スコープジャパン株式会社 様                       ・税理士法人 Tax ジャパン 様          

・株式会社 HMC 東京 千葉営業所 様                  他（順不同）   

千葉自然学校の千葉自然学校の千葉自然学校の千葉自然学校のミッションミッションミッションミッション    

体験活動を通じ 

・だれもが人生を豊かに生き、支え合う力を育む  

・地域の資源を保全・活用し、次代に引き継ぐ 

・ネットワークを充実し、地域の活性化をめざす 

千葉自然学校千葉自然学校千葉自然学校千葉自然学校スタッフスタッフスタッフスタッフ紹介紹介紹介紹介    

千葉自然学校ニュースレター（年４回発行）千葉自然学校ニュースレター（年４回発行）千葉自然学校ニュースレター（年４回発行）千葉自然学校ニュースレター（年４回発行）    

【有資格・その他】 

・Medic First Aid Emergency Care First Aid 修了【MFA】 

・スキー技能 2 級【日本スキー連盟】 

・NEAL リーダー【NPO 法人自然体験活動推進協議会】 

・ネイチャーゲームリーダー【日本シェアリングネイチャー協会】 

・小学校教諭 1 種／中学校・高等学校教諭理科 1 種 

・野外力検定主任検定員／日本アウトドアネットワーク事業部員 

【得意分野】スキー、アウトドアクッキング、レクリエーション 

       海のプログラム（サーフィン） 

【好きなこと】自然の不思議（音、匂い…）を感じること 

 

富田富田富田富田    拓郎拓郎拓郎拓郎（（（（のりべんのりべんのりべんのりべん））））    ヤックスヤックスヤックスヤックス自然学校事業担当自然学校事業担当自然学校事業担当自然学校事業担当    

～ご寄付の～ご寄付の～ご寄付の～ご寄付のお願いお願いお願いお願い～～～～    

栃木県出身。大学在学中に今担当しているヤックス自然学校のキャンプリーダーと 

して活動し、外遊びはもちろんのこと、人とのふれあいに魅了されました。その後、JICA 

ボランティアで地球最後の楽園と呼ばれるパプアニューギニアで理数科の教師として活動しながら、自然と共に暮

らすことの素晴らしさを体感。ヒトの持つ感覚と心をフルに使い活き活きと活動する人作りこそ今必要だと感

じています。そのためには、自然の中で是非とも過ごしましょう！その場を作ることが使命です。 

 

当法人の活動趣旨にご賛同いただいた企業・団
体・個人の皆様からのご支援をお待ちしておりま
す。（一口３,０００円） 

▼振込先（郵便局/払込取扱票を使用） 
振替口座  ００１７０-５-２５９４３１    

加入者名  特定非営利活動法人 千葉自然学校 

※払込取扱票に以下のご記入をお願いいたします。 

【住所氏名欄】ご住所、お名前、電話番号 

【通信欄】「寄付」、領収書のご希望有無 

▼振込先（銀行） 
千葉銀行 千葉駅前支店 普通 ３７４０２７５ 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 千葉
ち ば

自然
し ぜ ん

学校
がっこう

  

理事長
り じ ち ょ う

 久保田
く ぼ た

 康
やす

雄
お

 

※お手数ですが、ご住所・お名前・電話番号・領収書の

ご希望有無を千葉事務所（下記）へお知らせください。 

キャンプディレクターとして、子ども 

キャンプを担当しています。 

 

 

■■■■千葉事務所千葉事務所千葉事務所千葉事務所    〒〒〒〒260260260260----0015001500150015    千葉市中央区富士見千葉市中央区富士見千葉市中央区富士見千葉市中央区富士見 2222----3333----1 1 1 1 塚本大千葉ビル塚本大千葉ビル塚本大千葉ビル塚本大千葉ビル 7777 階階階階    

電話：電話：電話：電話：043043043043----227227227227----7103710371037103／／／／FAXFAXFAXFAX：：：：043043043043----202202202202----7237723772377237    

ホームページ：ホームページ：ホームページ：ホームページ：http://www.chibahttp://www.chibahttp://www.chibahttp://www.chiba----ns.netns.netns.netns.net    メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：info@chibainfo@chibainfo@chibainfo@chiba----ns.netns.netns.netns.net    

    

発行：ＮＰＯ法人 千葉自然学校  

寄附団体ご紹介寄附団体ご紹介寄附団体ご紹介寄附団体ご紹介 


