
月日（曜日） 人数 対象 事業名 内容

1 4月22日（土）～ 23日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ① 親子で自然体験やクラフト等の体験活動を行い、他家族とも
交流を図ります。

2 5月４日（木）～ 5日（金） 30人 親子 リックファミリーキャンプ② 親子で自然体験やクラフト等の体験活動を行い、他家族とも
交流を図ります。また花山の「鉄砲まつり」を見学します。

3 6月10日（土）～ 11日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ③ 親子で自然体験やクラフト等の体験活動を行い、他家族とも
交流を図ります。

4 7月8日（土）～ 9日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ④ 親子で沢遊びやクラフト等の体験活動を行い、他家族とも交
流を図ります。

5 7月15日（土）～ 17日（月） 25人 小学校4年生～ 6年生 子ども環境探検隊（三陸編） 三陸「ジオパーク（南部）」を中心に探検し、環境について学
びます。

6 7月30日（日）～ 8月6日（日）
１１月１１日（土）～１２日（日） 20人 肥満傾向の小学校4年生

～中学校3年生 カラダにeキャンプ 生活習慣向上長期キャンプです。食事について学び、沢登り・
ハイキング・海辺の活動・ニュースポーツ等を行います。

7 8月26日（土）～ 27日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ⑤ 親子で沢遊び体験やクラフト等の体験活動を行い、他家族と
も交流を図ります。

8 9月23日（土）～ 24日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ⑥ 親子で自然体験やクラフト等の体験活動を行い、他家族とも
交流を図ります。

9 10月7日(土）～ 9日(月） 25人 小学校4年生～ 6年生 子ども環境探検隊（栗駒山麓編） 栗駒山麓「ジオパーク」を中心に探検し、環境について学び
ます。

10 10月14日（土）～ 15日（日）
※15日は日帰りも可

宿泊
300人 親子・一般 はなやまフェスティバル 施設を開放し、様々な活動を体験します。日帰り参加の人数

制限はありません。

11 10月28日（土）～ 29日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ⑦ 親子で栗駒山登山やクラフト等の体験活動を行い、他家族と
も交流を図ります。

12 11月18日（土）～ 19日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ⑧ 親子で自然体験やクラフト等の体験活動を行い、他家族とも
交流を図ります。

13 12月23日（土）～ 24日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ⑨ 親子で自然体験やクリスマスリース作り等の体験活動を行
い、他家族とも交流を図ります。

14 1月27日（土）～ 28日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ⑩ 親子で自然体験や餅つき等の体験活動を行い、他家族とも
交流を図ります。

15 2月10日（土）・11日（日）
※両日とも日帰りのみ 制限無し 親子 雪っこまつり 日帰り参加の事業です。ドッチビー・歩くスキー・そりなど

雪を使った遊びを楽しみます。

16 2月24日（土）～ 25日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ⑪ 親子で雪遊び体験やクラフト等の体験活動を行い、他家族と
も交流を図ります。

17 3月3日（土）～ 4日（日） 30人 親子 リックファミリーキャンプ⑫ 親子で自然体験やクラフト等の体験活動を行い、他家族とも
交流を図ります。

月日（曜日） 人数 対象 事業名 内容

1 5月14日（日） 50人
一般県民 
小学生以下は 
保護者同伴

春のわくわくウォーキング 初心者を対象に、春の奥松島の景観に親しみ
ながら、ウォーキングの楽しさを味わいます。

2 6月25日（日） 40人
小学生4年生
以上（小学生は、
保護者同伴）

フィッシング入門
宮戸島海域をフィールドとして、初心者を対象
に海釣りに必要な技能や仕掛け作り等を体験
します。

3 7月8日（土） 
7月9日（日） 20人

小学生以上 
小学生は 
保護者同伴

シーカヤック体験会Ⅰ 
シーカヤック体験会Ⅱ

初心者を対象に、奥松島の自然に親しみなが
らシーカヤックの楽しさを味わいます。

4 7月29日（土）～ 
7月30日（日） 40人 一般県民 

家族等 ふれあいキャンプ
キャンプや野外活動の体験活動を通して、参
加者相互の交流を図り、自然の中で活動する
楽しさを味わいます。

5 8月20日（日） 特に 
制限なし 一般県民 松島自然の家オープンデー

施設を開放し、様々な活動プログラムを体験
してもらいながら、松島自然の家の事業につ
いて知ってもらいます。

6 10月1日（土）　 50人
程度

幼児とその
保護者
20組程度

親子でのんびりデイキャンプ 
（学ぶ土台づくり事業）

親子の絆を深めながら、自然体験活動の効
果や円滑な親子の関わり方について学ぶ事
業です。

7 10月29日（日） 50人
一般県民 
小学生以下は
保護者同伴

秋のさわやかウォーキング
初心者の方を対象に、秋の奥松島の景観に
親しみながら、ウォーキングの楽しさを味わ
います。

8 11月19日（日） 30人
小学生以上 
小学生は 
保護者同伴

ニュースポーツ体験会
仲間づくりの基本的な手法を学びながら、様々
なニュースポーツを体験することで、よりよい
コミュニケーションづくりの方法を学びます。

9 12月10日（日） 30人
小学生以上 
小中学生は 
保護者同伴

おいSEA!冬の奥松島
ノリづくり、カキむき体験、海鮮バーベキュー
等を体験し、冬の奥松島の自然の恵みを味わ
います。

10 1月20日（土） 30人
一般県民 
小学生以下は
保護者同伴

クラフト教室 自然の素材を使い、思い思いの作品づくりを
楽しみ、参加者相互に作品を鑑賞し合います。

11 2月18日（日） 20人
小学生以上 
小学生は 
保護者同伴

バードウォッチング入門
冬の奥松島の自然に親しみながら、野鳥の生
態を観察しバードウォッチングの初歩を体験し
ます。

月日（曜日） 人数 対象 事業名 内容

1 ５月２０日（土）～
     ２１日（日）

家族３０組
（１００人程度）

小・中学生と
その保護者 満喫! 蔵王の春

「蔵王の春」の自然に親しむ活動を
通して、親子のふれあい、他の家
族との交流・親睦を深めます。

2 ７月１日（土）～
     ２日（日）

家族２０組
（６０人程度）

未就学児と
その保護者

学ぶ土台づくり推進計画
「自然の家体験事業」
蔵王でみんなとお泊まり会

蔵王の大自然の中での自然体験活
動を通して、幼児の主体性や社会
性、感性を育みます。

3 ８月５日（土）～
   １１日（金） 42人 小学校５・６年

及び中学生
青少年長期自然体験活動推進事業

「チャレンジin蔵王」
蔵王の大自然の中で、長期の野外
活動をとおして、たくましく主体的
で自立的な力を養います。

4 ８月２６日（土）～
     ２７日（日）

家族３０組
（１００人程度）

小・中学生と
その保護者 満喫! 蔵王の夏

「蔵王の夏」の自然に親しむ活動を
通して、親子のふれあい、他の家
族との交流・親睦を深めます。

5
９月１６日（土）と
１月２７日（土）の
２回（各日帰り）

家族３０組
（１００人程度）

未就学児と
その保護者

学ぶ土台づくり推進計画
「自然の家体験事業」
親子で遊ぼうin蔵王

蔵王の大自然の中での自然体験活
動を通して、幼児の主体性や社会
性、感性を育みます。

6 １０月１４日（土）～
      １５日（日）

家族３０組
（１００人程度）

小・中学生と
その保護者 満喫! 蔵王の秋

「蔵王の秋」の自然に親しむ活動を
通して、親子のふれあい、他の家
族との交流・親睦を深めます。

7 １０月２２日（日） 制限なし 県民 蔵王自然の家フェスティバル
自然の家を開放し、様々な体験活
動を通して、蔵王自然の家の事業
を知ってもらいます。

8 ２月３日（土）～
     ４日（日）

家族３０組
（１００人程度）

小・中学生と
その保護者 満喫! 蔵王の冬

「蔵王の冬」の自然に親しむ活動を
通して、親子のふれあい、他の家
族との交流・親睦を深めます。

月日（曜日） 人数 対象 事業名 内容

1 7月1日（土）～ 
　   2日（日） 30人 未就学児～小学校

低学年児童の親子
第1回
親子で自然をエンジョイ

【学ぶ土台づくり推進計画】

幼児期に必要な能力を身に付けさせる
ため、人との関わりや遊びを中心とし
た自然体験を行います。

2 7月17日（月） 
　海の日

制限
なし

一般県民（小学生以
下は保護者同伴）

志津川自然の家
オープンデー

自然の家を開放し、様々な活動を体験
します。

3 8月5日（土）～ 
    11日（金） 30人 小学校5年生～ 

中学校3年生
サマー・チャレンジ
in南三陸

南三陸の豊かな自然の中で、集団生
活の規律を守りながら、様々な自然体
験活動を行います。

4 10月29日（日） 30人 未就学児～小学校
低学年児童の親子

第2回
親子で自然をエンジョイ 

【学ぶ土台づくり推進計画】

幼児期に必要な能力を身に付けさせる
ため、人との関わりや遊びを中心とし
た自然体験を行います。

5 11月11日（土）～ 
　     12日（日） 30人 小学生～高校生

までの親子
海の味覚 
～親子でくん製づくり～

親子で協力し、海の味覚を楽しみなが
ら、くん製づくりの方法を身に付け、
普段の生活に生かせるようにします。

6 11月25日（土）～ 
　     26日（日） 30人 小学校3年生～ 

中学生までの親子
親子で星座&野鳥観察 

【みやぎ環境税活用事業】
冬の夜空の観察や野鳥観察を通して、
自然の素晴らしさや大切さを学び、環
境保全についての関心を高めます。

7 ①1月14日（日） 
②2月  4日（日） 各25人 小学生以上（小学生

は保護者同伴） バードウォッチング入門 野鳥観察を通して、自然に親しみなが
ら野鳥の生態を学びます。

月日（曜日） 人数 対象 事業名 内容

1 5月3日（水） 20組 小学生～中学生と
その保護者

泉ケ岳ファミリー
アドベンチャー春

野外炊事等の野外活動を通して、家族
のふれあいを深めるデイキャンプです。

2 5月21日（日） 20人 高校生以上 泉ケ岳を写そう・春 撮影を通して、撮影技術の向上や泉ケ
岳の魅力を再発見できる講座です。

3 7月22日（土）～
7月23日（日） 20組 小学生～中学生と

その保護者
泉ケ岳ファミリー
アドベンチャー夏

テント泊や野外炊事等の野外活動を通
して、家族のふれあいを深めるキャン
プです。

4 8月3日（木）～
8月6日（日） 40人 小学校4年～ 

中学校3年 泉ケ岳どきどき体験広場・夏
新しい仲間と楽しく野外活動に取り組み
ながら、様々な自然の魅力を体験でき
るキャンプです。

5 8月11日（金） 100人 市民 市民講座
「泉ケ岳の成り立ち」

泉ケ岳の成り立ちについて地形や地質
などを座学で学ぶ講座です。

6 8月27日（日） 10人 20歳以上 
（装備等所持者）

泉ケ岳探検隊
「長谷倉川を登る」

泉ケ岳山麓の長谷倉川上流部を沢登り
しながら探検する日帰り事業です。

7 9月24日（日） 定員無 市民 オーエンス泉岳
自然ふれあい館オープンデー

活動プログラムの体験や施設の見学をし
て泉岳自然ふれあい館の事業内容や利用
の仕方を知っていただく日帰り事業です。

8 10月14日（土）～
10月15日（日） 20組 小学生～中学生と

その保護者
泉ケ岳ファミリー
アドベンチャー秋

登山や野外炊事等の野外活動を通して、
家族のふれあいを深めるキャンプです。

9 11月3日（金） 20人 高校生以上 泉ケ岳を写そう・秋 撮影を通して、撮影技術の向上や泉ケ
岳の魅力を再発見する講座です。

10 12月17日（日） 20人 小学生以上 ものづくり体験
「作る喜び」「創作する喜び」を味わい、
手作りの楽しさを体験する日帰り事業で
す。

11 2月3日（土）～
2月4日（日） 40人 小学校4年～ 

中学校3年 泉ケ岳どきどき体験広場・冬
スノーシューや歩くスキーなどの冬季に
しかできない活動を通して、冬山の自
然の魅力を体験できるキャンプです。

12 2月24日（土）～
2月25日（日） 20組 小学生～中学生と

その保護者
泉ケ岳ファミリー
アドベンチャー冬

歩くスキーやスノーシュー等の野外活動
を通して、家族のふれあいを深めるキャ
ンプです。

オーエンス泉岳自然ふれあい館 宮城県松島自然の家

宮城県蔵王自然の家 宮城県志津川自然の家

国立花山青少年自然の家
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※各施設の事業内容は、変更になる場合がありますので、各施設のＨＰ等で確認下さい。
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