
立山 立少お泊り会 2

[事業目的]
自然の家を家族にも広く開放して理解を深め、利用促進を図る。
[主な内容]
・施設内外での活動

①4.27（土）〜4.28（日）
②4.28（日）〜4.29（月）
③12.14（土）〜12.15（日）
④2.15（土）〜2.16（日）

①小学生、幼児を含む家族
②小学生、幼児を含む家族
③小学生、幼児を含む家族
④小学生、幼児を含む家族

①80
②80
③80
④80

立山
【養成研修】ボランティ
ア養成セミナー兼ＮＥＡ
Ｌリーダー養成事業

3

[事業目的]
独立行政法人国立青少年教育振興機構のボランティアとして一定レベルの資質を確保するとともに、青少年教育施設にお
けるボランティア活動を推進し、その活動機会の拡充を図るため、法人ボランティアの養成を行う。
[主な内容]
ボランティア養成共通カリキュラムに基づく講義及び演習

①5.25（土）〜5.26（日）
②6.22（土）〜6.23（日）

①１5歳以上
②高校生以上

①60
②30

立山
マイチェンジ・プロジェ
クト（立山区域特別支援
学級）

9

[事業目的]
立山区域の特別支援学級で学ぶ友達との交流を通して、進んで友達と関わろうとする態度を育てる。
[主な内容]
トントンの森散策

①5.28（火）〜5.28（火）
②8.6（火）〜8.7（水）
③10.4（金）〜10.4（金）
④1.30（木）〜1.30（木）

①立山区域の特別支援学級に通う子供
②立山区域の特別支援学級に通う子供
③立山区域の特別支援学級に通う子供
④立山区域の特別支援学級に通う子供

①10
②50
③10
④10

立山
マイチェンジ・プロジェ
クト（富山市適応指導教
室）

9

[事業目的]
適応指導教室に通う子供たちに対して自然体験活動を提供する。
[主な内容]
トントンの森散策、沢歩き

①5.31（金）〜5.31（金）
②1.17（金）〜1.17（金）

①富山市適応指導教室通学児童・生徒
②富山市適応指導教室通学児童・生徒

①16
②16

立山
【自主企画】ＷＡ！んぱ
くキッズの森もりキャン
プ①

7

[事業目的]
春の自然を体験したり、友達と共に様々な活動をにチャレンジしたりすることを通して、自分のできた喜びを感じる。
[主な内容]
・来拝山登山
・野外炊事

6.1（土）〜6.2（日） 小学校2年生 30

立山
【地域ぐるみ】体験の風
を起こそう ! 立少フェ
スティバル

3

[事業目的]
周辺の自然環境生かした様々な活動を行い、自然の家への理解を深め、利用促進を図る。
[主な内容]
登山、沢歩き、野外炊事、クラフト活動

6.8（土）〜6.9（日） 家族やグループ 300

立山
チャレンジ＆チェンジ !
真夏のアドベンチャー
2019(事前説明会)

12

[事業目的]
事業実施に向け、参加親子を対象に説明会を行う。
[主な内容]
日程説明、留意事項説明

①7.15（月）〜7.15（月）
②8.10（土）〜8.18（日）

①参加する小学校5年生～中学校3年生と保
護者

②全国の小学校5年生～中学校3年生

①36
②18
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立山
【子供の貧困対策事業】
夏のおもいっきりキャン
プ　in　立山

5

[事業目的]
県内の小・中・高校生をもつ一人親家庭の親子を対象に、自然体験活動を提供することで、参加者の自己肯定感や生活自
立への意欲を高める。
[主な内容]
テント泊、野外炊事、キャンプファイヤー

7.27（土）〜7.28（日）
県内の小・中・高校生をもつ一人親家庭の
親子

50

立山 教員免許状更新講習 11

[事業目的]
教員として必要な資質能力が保持されるよう、最新の知識技能を身に付ける。
[主な内容]
・学習指導要領と体験活動
・体験活動のねらいと環境構成

8.7（水）〜8.9（金） 教員免許状更新講習の受講対象者 50

立山
チャレンジ＆チェンジ !
真夏のアドベンチャー
2019

12

[事業目的]
富山県の雄大な自然にふれながら、海抜０ｍ～３，０００ｍまでを自力で踏破することにより達成感を味わわせるととも
にチャレンジ精神を育む。また、グループ活動を通して、主体性、自立性、協調性を養うとともに、豊かで自立した人格
形成の基礎を培う。
[主な内容]
立山開山の祖佐伯有頼のたどった道を自力で踏破する8泊9日の長期キャンプである。

8.10（土）〜8.18（日） 全国の小学校5年生～中学校3年生 18

立山
【看板事業】やんちゃ
キッズの大冒険（夏）

13

[事業目的]
自然体験・生活体験を通して、自然の中で遊ぶ楽しさを味わうとともに、生活習慣の基礎的能力を養う。
[主な内容]
沢遊び、テント泊、野外炊事

8.21（水）〜8.24（土） 幼児（年長児） 24

立山
【地域ぐるみ】柔道教室
inたてやま Ⅺ 2018

12

[事業目的]
柔道を学ぶ青少年に対し、実技指導を行ってもらい、自信の将来の夢や希望を膨らませるとともに、柔道技能の向上を図
る。
[主な内容]
講師との稽古、講師による講話、他チームとの練習

9.7（土）〜9.8（日） 小学生以上 150

立山
キミも宇宙兄弟！ドキド
キ夢体験

3

[事業目的]
験活動を中心にした天文学習を行う。
[主な内容]
天体観測、宇宙生活疑似体験、宇宙探索に関する講義

9.14（土）〜9.16（月） 24

立山
【看板事業】やんちゃ
キッズの大冒険（秋）

13

[事業目的]
親子で自然体験を楽しみ、自然の中で遊ぶ楽しさを味わう。
[主な内容]
トントンの森散策・ゲーム

9.28（土）〜9.28（土）
年中児と保護者

48
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立山
【養成事業】幼児期にお
ける自然体験活動指導者
研修会

9

[事業目的]
保育士や教員を目指す学生を対象に、自然体験活動の意義を体験的に理解し、資質の向上を図る。
[主な内容]
・自然物を用いた遊び体験
・指導案作成
・模擬授業

10.11（金）〜10.13（日）
富山大学人間発達科学部3年生、富山福祉短
期大学幼児教育学科2年生で保育士、教員を
目指す者

60

立山
【看板事業】やんちゃ
キッズの大冒険（秋）

13

[事業目的]
自然体験を楽しみ、自然の中で遊ぶ楽しさを味わう。
[主な内容]
トントンの森散策、ゲーム、沢歩き

10.12（土）〜10.13（日） 幼児（年中児） 24

立山
ワクワク！親子で大冒
険！

3

[事業目的]
親子で自然体験や生活体験をすることにより、絆を深め、また自然のすばらしさや美しさを体験する。また親子やグルー
プの仲間と過ごすことにより、協調性を養う契機とする。
[主な内容]
・森の探険
・野外炊事

①10.19（土）〜10.19（土）
②11.2（土）〜11.3（日）

①年中・年長児と保護者
②年中・年長児と保護者

①40
②40

立山
【自主企画】ＷＡ！んぱ
くキッズの森もりキャン
プ②

7

[事業目的]
秋の自然を体験したり、友達と共に様々な活動をにチャレンジしたりすることを通して、自分のできた喜びを感じる。
[主な内容]
・来拝山登山
・野外炊事

10.26（土）〜10.27（日） 小学校1年生 30

立山 立少自然塾 1

[事業目的]
一般を対象に自然体験活動の楽しさを普及啓発し、指導者養成への導入講座とする。
[主な内容]
・野外炊事
・森の探険

10.26（土）〜10.27（日） 成人 36

立山 立山通学合宿 8

[事業目的]
基本的な生活習慣を身に付け、自学・自主・自立の心を育てる。
[主な内容]
自主学習、野外炊事、交流集会

①11.10（日）〜11.16（土）
②11.17（日）〜11.23（土）

①立山町内の小学４～6年生
②立山町内の小学４～6年生

①40
②40

立山
親子で遊ぼう！トントン
ランド！

3

[事業目的]
自然の中で、３６の基本的な動きを取り入れたプログラムを実施し、遊びながら想像力をを膨らませたり、子供たち同士
の遊びを発展したりすることを期待する。
[主な内容]
・自然遊び
・器具を使った運動遊び
・トントンの森探検

①11.16（土）〜11.17（日）
②2.29（土）〜3.1（日）

①年中・年長児とその保護者
②年中・年長児とその保護者

①40
②40
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立山 えぼし岩冬のつどい 36

[事業目的]
日頃から施設の運営等にご尽力いただいている地域住民の方とスポーツや季節ならではのイベントを通して、親睦を深め
る。
[主な内容]
スポーツ大会、出し物発表会、餅つき大会

11.30（土）〜12.1（日） 芦峅寺地区住民・関係団体 70

立山
【看板事業】やんちゃ
キッズの大冒険（冬）

0

[事業目的]
様々な自然体験や生活体験を通して、自然の中で遊ぶ楽しさを味わえるようにするとともに、生活習慣の基礎的能力を養
う。
[主な内容]
雪遊び、ナイトハイク、野外炊事

1.25（土）〜1.26（日） 幼児（年長児） 30

立山
【子供の貧困対策事業】
冬のおもいっきりキャン
プ in 立山

5

[事業目的]
県内の小・中・高校生をもつ一人親家庭の親子を対象に、スキー指導や雪に親しむプログラムを提供し、参加者の自己肯
定感や、自立への意欲を高める。
[主な内容]
スキー、野外炊事、キャンドルサービス

2.1（土）〜2.2（日）
県内の小・中・高校生をもつ一人親家庭の
親子

50

立山
【自主企画】ＷＡ！んぱ
くキッズの森もりキャン
プ③

7

[事業目的]
立山の冬の自然を体験したり、友達と様々な活動にチャレンジしたりすることを通して、自然のすばらしさを感じるとと
もに、自分の成長を感じる。
[主な内容]
・森の探検ゲーム
・キャンプファイヤー
・雪上運動会

2.22（土）〜2.23（日） 小学校1，2年生 36

立山 冬のチャレンジキャンプ 4

[事業目的]
冬の自然に親しむとともに、思い切り雪上活動に取り組み、たくましい心身を培う。
[主な内容]
雪遊び、雪上テント泊、かんじき来拝山登山

2.22（土）〜2.24（月） 小学校3・4年生 24


