
宮城県に
「体験の風を

おこそう」

宮城県に
「体験の風を

おこそう」
「体験の風をおこそう」運動とは、
子供たちが様々な活動を体験
しながら心身ともにたくましく成長
していけるよう国立青少年教育
振興機構と関係団体とが連携
して推進している運動です。
毎年10月を「体験の風をおこそう
推進月間」と定めています。
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※交通手段の時間は、車を利用した場合の目安です。

花山自然の家

国立花山青少年自然の家 

凡  例 

新幹線 

高速道路 

新幹線の駅 

インターチェンジ

〒987-2593
宮城県栗原市花山字本沢沼山 61-1
TEL.0228-56-2311
FAX.0228-56-2469
E-mail  hanayama@niye.go.jp

・東北新幹線 くりこま高原駅から約１時間
・東北自動車道 築館インターから約４０分

国立花山青少年自然の家

検 索

蔵王野営場

〒989-0731
宮城県白石市福岡深谷字白萩山 39
TEL.0224-24-8126
FAX.0224-24-8128
E-mail  yaeijo87@smile.ocn.ne.jp

・東北新幹線 白石蔵王駅から約 25分
・東北自動車道 白石インターから約 20分

南蔵王野営場

検 索

オーエンス泉岳

〒981-3225
宮城県仙台市泉区福岡字岳山 9-8
TEL.022-379-2151
FAX.022-379-2152
E-mail  info@shizenfureaikan.jp

・東北新幹線 仙台駅から約 45分
・東北自動車道 泉ＰＡスマートから約 25分
・東北自動車道 仙台宮城インターから約 35分

オーエンス泉岳自然ふれあい館

検 索

蔵王自然の家

〒989-0916
宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字
上ノ原 155-1
TEL.0224-34-2101
FAX.0224-34-2102
E-mail  zoseinn@pref.miyagi.jp

・東北新幹線 白石蔵王駅から約 50分
・東北自動車道 村田インターから約 30分
・東北自動車道 白石インターから約 30分

宮城県蔵王自然の家

検 索

松島自然の家

〒981-0412
宮城県東松島市宮戸字西大浜田 1
TEL.0225-90-4323
FAX.0225-88-2901
E-mail  mtyagai@pref.miyagi.jp

・ＪＲ仙石線 野蒜駅から約 10分
・三陸自動車道 鳴瀬奥松島インターから約 20分

宮城県松島自然の家

検 索

志津川自然の家

〒986-0781
宮城県本吉郡南三陸町戸倉字
坂本 88-1
TEL.0226-46-9044
FAX.0226-46-9045
E-mail  szseinn@pref.miyagi.jp

・東北新幹線 くりこま高原駅から約 1時間 30分
・東北自動車道 若柳金成インターから約 1時間 10分
・東北自動車道 古川インターから約 1時間 20分
・三陸自動車道 桃生津山インターから約 30分

宮城県志津川自然の家

検 索



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

イベントカレンダー
EVENT CALENDAR

※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。
　事業の詳細は、各施設にお問い合わせ下さい。

0224-34-2101TEL

022-379-2151 0225-90-4323

0228-56-2311

0226-46-9044

TEL TEL

TEL

TEL
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中学生の頃に海や川で貝を採ったり魚を釣ったりしたことの推移
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小学校4～6年生の頃にすもうや、おしくらまんじゅうをしたことの推移

出典　「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」　国立青少年教育振興機構　平成２２年

　　出典　「平成27年度全国学力・学習状況調査」　文部科学省

出典　「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」　国立青少年教育振興機構　平成２２年

数学B：主として「活用」に関する問題　　数値は平均正答率

電車やバスに乗ったとき、お年寄りや身体の
不自由な人には席をゆずろうと思う（現在）

経験したことのないことには何でも
チャレンジしてみたい（現在）

自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがある

子どもたちが、自然のなかや、友だちと遊ぶなどといった体験の機会が減少しています。

社会全体で子どもたちに体験活動の機会を提供し、子どもたちの健やかな成長を図りましょう。

「自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがある」と回答している子どもの方が、学力調査の平均正答率が高い傾向にあります。

　子どもの頃の様々な体験が豊富な人ほど、大人になってからのやる気や生きがい、モラルや人間関係
能力などの資質・能力が高い傾向にあります。
　子どもたちの健やかな成長には普段からの、友だちとの遊び、お手伝いや地域での活動などが大切です。

宮城県から体験の風をおこそう運動推進委員会事務局（国立花山青少年自然の家）

TEL 0228-56-2311 hanayama@niye.go.jp

お問い合わせ

TEL E-mail このQRコードはホーム
ページアドレスです。TEL 0228-56-2469FAX

（旧：「くりはらから体験の風をおこそう」実行委員会）

子どもの頃の体験は豊かな人生の基盤になります！
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