
平成28年度　ネイパル北見主催事業一覧【保存版】
月 事　業　名 開　催　期　間 対　象 内　容　（　予　定　）

４
月 ボランティアセミナー① 4/30 (土) ～ 5/1 (日) 中～一般

ボランティアに求められる役割について学ぼう！イベントにおけるボランティア体験から、
今後のボランティア活動に必要となる考え方や行動力を身に付けよう！

５
月

こどもフェスタ 5/1 (日) どなたでも
科学実験、クラフト体験、野焼きパン、ミニ茶会など楽しい体験がいっぱいあるよ！
ランチバイキングやステージ発表で楽しみ、素敵な一日にしよう！

僕らは挑戦者！① 5/14 (土) ～ 5/15 (日) 小4～6
参加者チームが、ネイパル職員チームに様々な種目で挑戦するよ！
手加減なしの真剣勝負だ！いざ求む、挑戦者たち！

クッピースポーツ塾①　＜会員制＞ 5/21 (土) ～ 5/22 (日)
小3～6

（保護者）
年４回のスポーツ教室！運動の楽しさや運動を継続することの大切さを学ぼう！
ちなみに１回目は、運動会に向けて「かけっこ教室」を行うよ！

僕らは挑戦者！②　 5/21 (土) ～ 5/22 (日) 小1～3
小学校低学年の挑戦者が、様々な種目にチャレンジするぞ！
普段することの少ない体験活動やスポーツで楽しみ、達成感もいっぱい味わおう！

６
月

エコキャンプ～人と自然と環境と～ 6/4 (土) ～ 6/5 (日) 親子、一般
１日目は、スポーツゴミ拾い。２日目は、「植樹」や「潮干狩り」に参加しよう！
それらの体験活動を通して、身近な環境を大切にしていくことの大切さを学ぼう！

オホーツク自然調査隊 6/11 (土) ～ 6/12 (日) 小3～中
豊かな自然を観察したり、自然を生かした体験活動に挑戦したりするよ。
オホーツクの自然の雄大さを感じ、自然環境を大切に守っていく責任があることを学ぼう！

ジュニア宿泊体験① 6/18 (土) ～ 6/19 (日) 小1～2
はじめてのネイパルでのお泊りに挑戦だ！
外で遊んだり、おふとんを自分で用意したりするよ！お友達との交流も楽しもう！

クッピースポーツ塾②　＜会員制＞ 6/26 (日) 小3～6
２回目は、水泳に挑戦だ！泳ぎ方のコツを学び、水泳の楽しさを体験しよう！
午後からは、つなわたりスポーツのスラックラインを楽しもう！

７
月

アドベンチャークラブ　＜会員制＞
　「自分への挑戦！」①

7/9 (土) ～ 7/10 (日) 小3～6
全５回シリーズの会員制アドベンチャークラブ。
１回目は、８月の冒険旅行への準備として、キャンプに必要な技術を一から学ぼう！

アドベンチャークラブ　＜会員制＞
　「自分への挑戦！」② 

7/23 (土) ～ 7/24 (日) 小3～6
２回目は、８月の冒険旅行に向けたトレーニングキャンプを行うぞ！
サイクリングとキャンプを行って、本番に向けての準備は万全だ！

わくわくハローワーク 7/27 (水) ～ 7/29 (金) 小3～中
オホーツク圏の自然環境を生かした職業を体験する人気事業「わくわくハローワーク」。
東京農業大学の見学やパン作りなど、今年も内容盛りだくさん！

アドベンチャークラブ　＜会員制＞
　「自分への挑戦！」③　第１Ｇ

7/29 (金) ～ 8/2 (火) 小3～6
アドベンチャークラブ最大の冒険旅行に出発！ネイパル厚岸までを自転車で移動するぞ！
まずは、往路組の１０名が挑戦だ！

８
月

アドベンチャークラブ　 ＜会員制＞
　「自分への挑戦！」④　第２Ｇ　

8/2 (木) ～ 8/6 (日) 小3～6
往路組のタスキを受け、今度は復路組の１０名が挑戦しよう！
ネイパル厚岸からネイパル北見へ自転車で移動。無事、タスキはつなげられるかな？

アウトドアフェスタ 8/11 (木) ～ 8/14 (日) 親子
親子でテント泊やカヌー体験、野外炊飯や釣りなどの自然体験を行い、大自然を満喫しよう！
親子の絆を深めるとともに、新しい友達作りや子育ての悩みを打ち解ける場にもしてね！

ところ天体観望会 8/20 (土) どなたでも
天体望遠鏡をのぞきこんで、夏の星座を探してみよう！
そして、お気に入りの星を見付けよう！流れ星も見付けられたらいいなぁ。

クッピースポーツ塾③　＜会員制＞ 8/27 (土) 小3～6
３回目は、ネイパル北見で大人気のカヌー・いかだに挑戦だ！
仲間とともにサロマ湖にこぎ出せば、屋外スポーツの楽しさを感じられるはず！

ネイパルＳＡＭＳ①
　～スポーツ＆ミュージック編～

8/27 (土) ～ 8/28 (日) 小1～一般
スポーツの「Ｓ」、アートの「Ａ」、ミュージックの「Ｍ」、サイエンスの「Ｓ」＝ＳＡＭＳ。
１回目は、スポーツとミュージックの融合に挑戦しよう！

９
月

むーむーキャンプ
　～昆虫の家へ行こう～

9/3 (土) ～ 9/4 (日) 小3～6
昆虫の家周辺の豊かな自然の中で遊んだりご飯を作ったりして楽しもう！
きれいな星や野生の動物を見ることができるかな？

読書だよ！全員集合！ 9/17 (土) ～ 9/19 (月) 小3～6
好きな場所で読書をしたり、オススメの本を紹介し合ったりするよ！
読書にちなんだ体験も行って、これまで以上に本や読書を好きになろう！

ネイパルＳＡＭＳ②
　～アート＆サイエンス編～

9/24 (土) ～ 9/25 (日) 小1～一般
２回目は、アートとサイエンスの融合に挑戦！
アートって幅広い！サイエンスは未来のノーベル賞！自分の才能を見付けられるかも？

１
０
月

ジュニアイングリッシュキャンプ 10/1 (土) ～ 10/2 (日)
5歳～小4と
その保護者

ＡＬＴや留学生との交流や英語に触れる体験活動を親子で挑戦しよう！
外国人とコミュニケーションがとれた時のうれしさをぜひ感じて欲しいなぁ！

Ｃommunication　ＵＰ！
　　　　　　　　　In　TOKORO

10/3 (月) ～ 10/4 (火) 高校生
コミュニケーションをとるためには、話す力も聞く力もどちらも大切！
グループワークを行って、明日から、あなたも「できる人」に！

ネイチャーフォトキャンプ 10/8 (土) ～ 10/10 (月) 小3～中
カメラを片手に豊かな自然を見付けに行こう！
夜の暗さや朝の明るさなど、様々な色を見付けて「素敵な１枚」をとろう！

ぺったんこフェスタ 10/15 (土) 小1～一般
見えない・聴こえないなどの疑似体験をしてみよう。
それらの体験から、助け合うことの大切さ、高齢者や障がい者への理解を深めていこう！

あったかファミリーキャンプ 10/15 (土) ～ 10/16 (日) 親子
親子で力を合わせて自然体験や宿泊体験を楽しもう！
日常とは違う生活の中で、互いの頑張りや良さも再発見できるはず！

カーラーへの道① 10/22 (土) ～ 10/23 (日) 小3～6
常呂と言えばカーリング！世界選手権の銀メダリストを生んだ地でカーリングに挑戦しよう！
もちろん、初心者も大歓迎だよ！

１
１
月

高等学校生徒会フォーラム 11/5 (土) ～ 11/6 (日)
高校生　　　　　

生徒会役員
生徒会役員を対象としたフォーラムで、話し合いの進め方や課題を解決する方法を学ぼう！
他校の取組から、自分の学校でも生かせそうなヒントをぜひ見付けよう！

カーラーへの道② 11/12 (土) ～ 11/13 (日) 小3～6
常呂と言えばカーリング！世界選手権の銀メダリストを生んだ地でカーリングに挑戦しよう！
もちろん、初心者も大歓迎だよ！

ジュニア宿泊体験② 11/19 (土) ～ 11/20 (日) 小1～2
秋の自然の中で落葉の布団の中に入って遊んだり、おふとんを自分で用意したり、
たくさんのことをお友達と一緒に経験しよう！

防災キャンプ 11/26 (土) ～ 11/27 (日) 小3～中
避けることのできない自然災害。でも、準備をしていれば、被害を軽くすることもできるはず。
防災や減災そして備災について、体験を通して学ぼう！

１
２
月

ボランティアセミナー② 12/3 (土) ～ 12/4 (日) 中～一般
ボランティアに求められる役割について学ぼう！イベントにおけるボランティア体験から、
今後のボランティア活動に必要となる考え方や行動力を身に付けよう！

クリスマスフェスタ 12/4 (日) どなたでも
クリスマスにちなんだ体験を行って、親子や友達と一緒に楽しもう！！
サンタさんからのプチプレゼントがあるかも！？楽しみにしていてね！

体験！日本昔あそび 12/17 (土) ～ 12/18 (日) 小1～6
「むかーしむかしのあるところの、おじいさんとおばあさんの年代から伝わっていた、
たくさんの遊びをしました。」　常呂のおじいちゃん、おばあちゃんとの交流も楽しもう！

1
月

アドベンチャークラブ　＜会員制＞
　「自分への挑戦！」⑤ 

1/8 (土) ～ 1/11 (水) 小3～6
夏の経験を積んだクラブメンバーが、今度は冬の冒険キャンプに挑戦！
どんなキャンプになるか！どんなドラマが生まれるのか？　乞うご期待！

ネイパルde学ぼう！冬休みキャンプ 1/14 (土) ～ 1/15 (日) 小1～6
ネイパル北見周辺の自然や歴史を生かした体験活動や学習に取り組むぞ！
学ぶことの楽しさを感じる、冬休みの一日になるとイイネ！

クッピースポーツ塾④　＜会員制＞ 1/21 (土) ～ 1/22 (日) 小3～6
４回目は、カーリングとフロアボールに挑戦しよう！
様々なスポーツを継続して体験することで、体力ＵＰも期待できるよ！

ジュニア宿泊体験③ 1/28 (土) ～ 1/29 (月) 小1～2
雪の中でゲームをして遊んだり、雪や氷のオブジェを作ったりして楽しもう！
おふとんや食器の片付けなど、自分のことは自分でできるだけやろうね！

２
月 エンジョイＮＥＷスポーツ！ 2/11 (土) ～ 2/12 (日) 小1～6

ニュースポーツで身体をいっぱい動かして楽しもう！
そして、まだ誰も知らないＮＥＷなスポーツを自分たちで作り上げよう！！

※事業の開催期間・対象・募集人数・内容は、変更の可能性があります。 お問合せは、ネイパル北見へ（TEL:0152－54－2584）


