
三瓶
【自主企画】さんべボラ
ンティアのススメ～先輩
から後輩へ～　①

16

[事業目的]
事業の企画・運営を通してリーダーシップを身につけ、将来のリーダーとなるための体験を通した学びを提供する。
[主な内容]
野外炊飯、レクリエーション企画・運営、さんボラの活動紹介

4.20（土）〜4.21（日） 法人ボランティア 20

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「出雲ドームde健
康フェスティバル」

5

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
チャレンジウォールキッズ、カプラ

4.27（土）〜4.27（土） 全世代 500

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「イワミ村田製作
所　グリーンフェスティ
バル」

5

[事業目的]
体験活動プロフラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
カプラ、キッズ体育、スナッグゴルフ

4.27（土）〜4.27（土） 全世代 200

三瓶
さんべでミルクざんま
い！in Spring

2

[事業目的]
地域資源を活かした体験活動の場を提供し，三瓶地域の魅力に気づき、交流の家周辺で活動することで家族の絆を深める
ことや時間を守るなどの基本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
牧場見学、乳しぼり、野外炊飯

5.5（日）〜5.6（月） 幼児、小学生、保護者 30

三瓶

【地域ぐるみ】地域は体
験の宝庫！「三瓶米づく
り体験ツアー」（田植
え）

3

[事業目的]
体験プログラムを通じて地域の方との交流を深めるとともに、地域に伝わる文化や自然に触れ、理解する機会とする。
[主な内容]
田植え、ワイナリー見学

5.18（土）〜5.19（日） 幼児・小学生、保護者 80

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「サン・レイク
春のオープンデー」

4

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
チャレンジウォールキッズ

5.19（日）〜5.19（日） 全世代 800

三瓶
【地域ぐるみ】地域は体
験の宝庫！「かかしまつ
り」

4

[事業目的]
体験プログラムを通して地域の方との交流を深めるとともに、地域に伝わる文化や自然に触れ、理解する機会とする。
[主な内容]
かかしの展示、里山の散策、豆腐づくり

5.25（土）〜5.25（土） 幼児、小学生、保護者 30
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三瓶
【地域ぐるみ】地域は体
験の宝庫！「かかしまつ
り」

4

[事業目的]
体験プログラムを通して地域の方との体験を通して自己の方との交流を深めるとともに、地域に伝わる文化や自然に触
れ、理解する機会とする。
[主な内容]
かかし展示、里山散策、豆腐づくり

5.26（日）〜5.26（日） 幼児、小学生、保護者 30

三瓶
【養成研修】さんべボラ
ンティアセミナー

16

[事業目的]
ボランティアとしての資質を高める。
[主な内容]
野外炊飯、先輩ボランティアによるさんボラ活動紹介、普通救命講習

5.31（金）〜6.2（日） 法人ボランティア 50

三瓶
【自主企画】さんべボラ
ンティアのススメ～先輩
から後輩へ～　②

16

[事業目的]
ボランティアとしての資質を高める。
[主な内容]
野外炊飯、先輩ボランティアによるさんボラ活動紹介、普通救命講習

5.31（金）〜6.2（日） 法人ボランティア 20

三瓶
【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「ポピー祭り」

2

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
チャレンジウォールキッズ

6.9（日）〜6.9（日） 全世代 500

三瓶 さんべで夏体験！　① 2

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基本
的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
バウムクーヘンづくり、ファイヤーストーム、牧場見学

6.15（土）〜6.16（日） 幼児、小学生、保護者 100

三瓶
【国際交流】ミクロネシ
ア諸島自然体験交流事業

2

[事業目的]
グローバル社会に対応した国際感覚を備えた青少年を育成する。日本での文化体験，共存することの大切さを学ぶととも
に，日本とミクロネシアの子供たちが友情を育むことを目指す。
[主な内容]
学校訪問、ホームステイ、フェアウェルパーティー

6.20（木）〜6.24（月） 小学4年生～中学2年生 35

三瓶 さんべで夏体験！　② 2

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基本
的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
バウムクーヘンづくり、ファイヤーストーム、牧場見学

①6.29（土）〜6.30（日）
②7.13（土）〜7.14（日）

①幼児、小学生、保護者
②幼児、小学生、保護者

①100
②100
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三瓶
【長期自然体験活動】キ
ラリ！三瓶☆夏☆キャン
プ　（ボランティア）

4

[事業目的]
小学生が自分達の力で様々な活動に挑戦する。
[主な内容]
石見銀山街道歩行、三瓶山登山、野外炊飯、テント泊

8.4（日）〜8.11（日） ボランティア 15

三瓶
【長期自然体験活動】キ
ラリ！三瓶☆夏☆キャン
プ‼　（参加者）

4

[事業目的]
小学生が自分達の力で様々な活動に挑戦する。
[主な内容]
石見銀山街道歩行、三瓶山登山、野外炊飯、テント泊

8.5（月）〜8.11（日） 小学４～６年生 20

三瓶
【養成研修】自然体験活
動指導者（NEALリー
ダー）養成研修

3

[事業目的]
自然体験指導者（ＮＥＡＬリーダー）の養成を図るとともにボランティアとしての資質も高める。
[主な内容]
各ＮＥＡＬリーダー養成に係る講習・演習

9.14（土）〜9.16（月）
法人ボランティア、自然体験活動や青少年
教育に興味関心がある方

15

三瓶 教員免許状更新講習 10

[事業目的]
教員が児童の集団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体験活動の指導技術を身に付ける。
[主な内容]
教育の課題に関する講義演習、体験活動に関する講義演習

9.21（土）〜9.23（月） 幼・小・中・高教員 35

三瓶
【地域ぐるみ】自然派マ
チ歩き「エキ・カラ」
（波根エキ・カラ）

2

[事業目的]
体験プログラムを通して地域の方との交流を深めるとともに、地域に伝わる文化や自然に触れ、理解する機会とする。
[主な内容]
「波根駅」から最終地点「立神岩」まで歩く

①9.21（土）〜9.21（土）
②10.13（日）〜10.13（日）
③11.15（金）〜11.15（金）

①全世代
②全世代
③全世代

①20
②20
③20

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「大田市彼岸市」
（秋）

8

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
ボルダリングボード、カプラ

①9.22（日）〜9.22（日）
②3.21（土）〜3.21（土）

①全世代
②全世代

①750
②1,000

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「大田市彼岸市」
（秋）

8

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
カプラ、ドッジビー、ボルダリング

9.23（月）〜9.23（月） 全世代 750
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三瓶
【自主企画】さんべ夢ス
テージ　①企画編

14

[事業目的]
リーダーとして必要な資質の向上を図り、将来地域社会に貢献できる人材を育成する。
[主な内容]
話合い、試行、運営、ふりかえり

9.27（金）〜9.29（日） 高校生、大学生、社会人 20

三瓶
さんべまるごとたいけん
①

4

[事業目的]
三瓶周辺地域の自然に触れたり、生き物と触れ合ったりするなど、地域資源を活かした体験活動の場を提供することで体
験することの楽しさを味わうとともに、三瓶周辺について知ったり、興味をもったりすることで三瓶地域の良さを見つけ
る。
[主な内容]
三瓶山登山、自然体験活動、創作活動

9.28（土）〜9.29（日） 幼児、小学生、保護者 50

三瓶
【生活・自立支援】のび
のびキャンプin秋さんべ

5

[事業目的]
母子家庭の家族に自然体験等の体験活動の機会を提供し、活動を通して、「生活・自立」を支援する。
[主な内容]
ヤマメ釣り、炊飯バーベキュー、登山

10.12（土）〜10.13（日） 母子寡婦家庭 50

三瓶
【自主企画】さんべ夢ス
テージ　②本番編

13

[事業目的]
リーダーとして必要な資質の向上を図り、将来地域社会に貢献できる人材を育成する。
[主な内容]
運営、ふりかえり

10.18（金）〜10.20（日） 高校生、大学生、社会人 20

三瓶
【地域ぐるみ】第41回さ
んべ祭

41

[事業目的]
三瓶山北の原地区5施設が中心となり、周辺事業所、まちづくりセンター等と連携し、三瓶山周辺地域の活性化を図る。
[主な内容]
地域団体のステージ発表・展示、三瓶地域協育ネットワーク事業団体による出展・体験ブース

10.19（土）〜10.20（日） 全世代 8,000

三瓶
さんべまるごとたいけん
②

4

[事業目的]
三瓶周辺地域の自然に触れたり、生き物と触れ合ったりするなど、地域資源を活かした体験活動の場を提供することで体
験することの楽しさを味わうとともに、三瓶周辺について知ったり、興味をもったりすることで三瓶地域の良さを見つけ
る。
[主な内容]
創作活動

10.26（土）〜10.27（日） 幼児、小学生、保護者 50

三瓶
【看板事業】さんべ冬ス
テージ　①企画編１

4

[事業目的]
リーダーとして必要な資質の向上を図り、将来地域社会に貢献できる人材を育成する。
[主な内容]
事業企画

11.2（土）〜11.4（月） 高校生、大学生、社会人 20
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三瓶
【看板事業】さんべ冬ス
テージ　②企画編２

4

[事業目的]
リーダーとして必要な資質の向上を図り、将来地域社会に貢献できる人材を育成する。
[主な内容]
事業企画、プレゼンテーション

①11.9（土）〜11.10（日）
②11.30（土）〜12.1（日）
③12.14（土）〜12.15（日）
④1.11（土）〜1.12（日）
⑤1.17（金）〜1.19（日）

①高校生、大学生、社会人
②高校生、大学生、社会人
③高校生、大学生、社会人
④高校生、大学生、社会人
⑤高校生、大学生、社会人

①20
②20
③20
④20
⑤20

三瓶
さんべでものづくり教室
①ロボット

5

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基本
的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
工場見学、ロボット工作

11.9（土）〜11.10（日） 小学生、中学生、保護者 30

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「みすみフェス
ティバル」

4

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
遊びリンピック、カプラ、チャレンジウォールキッズ

11.9（土）〜11.9（土） 全世代 1,000

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「あすてらす20周
年記念イベント」

1

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
遊びリンピック、カプラ

11.15（金）〜11.15（金） 全世代 400

三瓶
親子でたのしむ！唄と絵
本のせかいinさんべ（仮
名）

4

[事業目的]
絵本や読み聞かせのすばらしさを知り，進んで読書活動をする子供を育てる。親子で読書活動をすることで家族の絆を深
める。
[主な内容]
絵本の読み聞かせ、ワークショップ

11.16（土）〜11.17（日） 幼児、小学生、保護者 150

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「あすてらす20周
年記念イベント」

1

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
遊びリンピック、カプラ

11.16（土）〜11.16（土） 全世代 400

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「体験の風をおこ
そうinイオン」（イオン
松江ショッピングセン
ター））

3

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
チャレンジウォールキッズ、カプラ

11.16（土）〜11.16（土） 全世代 900
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三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「体験の風をおこ
そうinイオン」（イオン
モール出雲））

3

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
チャレンジウォールキッズ、カプラ

11.17（日）〜11.17（日） 全世代 900

三瓶
さんべでものづくり教室
②ミニ四駆

5

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基本
的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
ミニ四駆工作

11.23（土）〜11.24（日） 小学生、中学生、保護者 50

三瓶 青少年教育指導者講習会 12

[事業目的]
青少年の指導に関するノウハウ等の情報を交換し、指導技術を高める
[主な内容]
人間関係づくりプログラム参観、ＰＡ理論をベースとした人間関係づくりに関する講義・演習

11.25（月）〜11.26（火） 青少年教育施設職員、教育関係者 20

三瓶
SANBEでクリスマス！
①

8

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基本
的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
ネイチャークラフト、キャンドルのつどい、ケーキづくり

12.14（土）〜12.15（日） 幼児、小学生、保護者 100

三瓶
SANBEでクリスマス！
②

7

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基本
的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
ネイチャークラフト、キャンドルのつどい、ケーキづくり

12.21（土）〜12.22（日） 幼児、小学生、保護者 100

三瓶
【生活・自立支援】のび
のびキャンプin冬さんべ

4

[事業目的]
母子家庭の家族に自然体験等の体験活動の機会を提供し、活動を通して、「生活・自立」を支援する。
[主な内容]
歩くスキー、ゲレンデスキー、親学、カプラ

1.11（土）〜1.12（日） 母子寡婦家庭 50

三瓶
【地域ぐるみ】地域は体
験の宝庫！「五十猛の歴
史」　グロ編

4

[事業目的]
体験プログラムを通して地域の方との交流を深めるとともに、地域に伝わる文化や自然に触れ、理解する機会とする。
[主な内容]
グロ学習

1.11（土）〜1.11（土） どなたでも 100
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三瓶
【自主企画】縁-EN-JOY
さんべ（仮名）

1

[事業目的]
体験活動プログラムを提供することで、自然や体験活動に対する興味・関心を高める。
[主な内容]
レクリエーション、オリエンテーリング

1.18（土）〜1.19（日） 小学生 20

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「しまねふるさと
フェア」

4

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
島根県や広島県で行われるイベントの場で体験ブースを設け、子どもたちに様々な活動ができる場所を提供し、子供たち
の経験を豊かにする。

1.18（土）〜1.18（土） 全世代 1,000

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「しまねふるさと
フェア」

3

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
創作活動

1.19（日）〜1.19（日） 全世代 1,000

三瓶
さんべで冬体験！歩くス
キー！　①

8

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深める。冬の三瓶の自然に触れ、自然や体験活動に対する興
味・関心を高める。
[主な内容]
歩くスキー、そり遊び、雪遊び

2.1（土）〜2.2（日） 幼児、小学生、保護者 100

三瓶
さんべで冬体験！歩くス
キー！　②

8

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深める。冬の三瓶の自然に触れ、自然や体験活動に対する興
味・関心を高める。
[主な内容]
歩くスキー、そり遊び、雪像づくり

2.3（月）〜2.4（火） 幼児、小学生、保護者 30

三瓶
さんべで冬体験！歩くス
キー！　③

8

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深める。冬の三瓶の自然に触れ、自然や体験活動に対する興
味・関心を高める。
[主な内容]
歩くスキー、そり遊び、雪遊び

①2.8（土）〜2.9（日）
②2.15（土）〜2.16（日）
③2.17（月）〜2.18（火）

①幼児、小学生、保護者
②幼児、小学生、保護者
③幼児、小学生、保護者

①100
②100
③30

三瓶

【地域ぐるみ】体験の風
をおこそう子どもの体験
ひろば「さんべ志学の雪
あかり」

4

[事業目的]
体験活動プログラムを多くの子どもたちに提供し、文化や自然に触れる機会を提供する。
[主な内容]
ディスゲッター、キッズ遊具

2.9（日）〜2.9（日） 全世代 500



期 間

令和元年度（2019年度）教育事業計画一覧表

募集人数(人)対 象継続年数 事業概要（目的・主な内容等）事 業 名施設名

三瓶
ダイナミック!!雪そり大
会inKOTOBIKI

12

[事業目的]
雪上での活動を通して、親子の絆を深める。 三瓶や周辺の自然環境に触れ、冬ならではの活動を楽しむ。早寝早起き朝ご
はん運動の推進を通して、基本的な生活習慣の定着を図る。
[主な内容]
天体観察、雪灯ろうづくり、まが玉づくり、雪そり大会

2.29（土）〜3.1（日） 幼児、小学生、保護者 100


