
 

 

   

      

     

  

 

 

 

 

   

 

  

  

   

 

  

   

 

     

  

    

   

平成28年 ６月８日～９日 

木更津市立真舟小学校 5年生  

（ 5年生)105名 引率6名）  

 

 

  

  

  

 

  

 

    

    

  

  

  

 

「日帰りおすすめ情報♪」 

～サークル活動や公民館でのご利用にもおすすめです！～ 

 君津亀山少年自然の家では 15 名以上の団体であれば宿泊だけではなく手軽に日帰りでのご利用も

可能です。ちょっとプラネタリウムを見てみたい、野外炊飯をしてみたい等、団体の特性に合った 

プログラムのご相談も電話で承っております。 

 日帰り用のモデルプランもご用意しておりますので、ぜひ君津亀山少年自然の家をご利用いただけ

れば幸いです。 

 いつでもお気軽に電話にてお問い合わせください。 

 

きみかめ HP  http://kimikame.net/ 

 

きみかめ便り 

 

キャッチを入れる 

 

 

 

 

千葉県立君津亀山少年自然の家 所報 平成 29 年 7 月 
292-0526  君津市笹字片倉１６６１-１ 

ＴＥＬ：０４３９-３９-２６２８    E-mail: info@kimikame.net 
ＦＡＸ：０４３９-３９-２６０９    HP：http://www.kimikame.net                                              

「きみかめ」は千葉自然学校グループが県指定管理者として運営しています。 

                                                

 

バックナンバーもご覧になれます！ 

 
Facebook：https://www.facebook.com/kimikamesizen 
Twitter：@kimikamesizen 

                    
 

 

～千葉県立君津亀山少年自然の家 所報～ 

みなさん初めまして。今年 4 月から新たにきみかめで勤務しています藤村直樹と 

申します。キャンプネームはマッカローニです。以前までオーストラリア、ニュージ 

ーランドなどでバックパッカーをしていました。好きなことは旅をすること、みんな 

で焚き火をすること、ディジュリドゥを吹くことです。 

 ツッコみ所が満載ですが、自分が経験してきたこと、自然のすばらしさを皆さんに 

お伝えすることが出来ればと思っています。音楽が好きなので楽器を演奏できる方、 

セッションしましょう。音楽を聴くことが好きな方、語りましょう。音楽を聴いて踊 

ることが好きな方、一緒に踊りましょう！ 

皆さんに会えることを楽しみにしています。         藤村(マッカローニ) 

 

 

「新スタッフ紹介」 

 

いよいよ 7 月をむかえ、間もなく子どもたちは夏休みになります。麦

わら帽子に半ズボン姿、両手に捕虫網と虫かごのスタイルが私たち団塊

世代の子どもの頃の夏休みの定番だったのですが、現在は見かけること

がめっきり少なくなりました。子どもたちは長い夏休みをどのように過

ごすのでしょうか。 

きみかめは、東京ドーム 4 個半の広大な敷地の中にありその大半が自

然豊かな森です。 

森の中を歩くことで、何が発見できて、何を知ることができるか、何

に感動できるか、友だち同士で会話が弾むことでしょう。 

 きみかめでは、皆様にできるだけ安全に森の中での活動をしていただ

くために、冬の終わりには写真のようにツリーイングの技術を持った専

門家に樹木の高いところの折れた枝などを切り落としてもらっていま

す。しかし、自然は毎日変化をしていますので直前の下見を必ずしてい

ただき、危険に対する備え、注意も怠りなきようお願いします。  

                      小澤（らっきょ）           

 

                                        

 

 

「7月の予約受付対象期間のお知らせ」 

【県内団体】H30 年 6 月のご予約まで可能です！                       

※夏季期間（7 月 14 日～8 月 30 日）は 10 月 1 日からスタート 

【県外団体】H30 年 3 月のご予約まで可能です！  

※夏季期間（7 月 14 日～8 月 30 日）は 12 月 1 日からスタート 

●29 年度より県内団体の予約受付期間が「11 ヵ月前の 1 日～」に変更となっています。 

ご予約の際はご注意ください。 

 

きみかめ近況報告 

 

 

 

 スタッフコラム 

 

地元 PICK UP！ 

「夏の亀山、お楽しみ」 ～4月からきみかめの仲間として頑張っているスタッフを紹介します～ 

 

きみかめ 検索 

詳細はきみかめ HP 

をご覧下さい 

夏といえば、お祭り！というわけで、今回は地元亀山のお祭りをご紹介します。 

最近の亀山のお祭りといえば、8 月の第一土曜日に行われる亀山湖上祭の花火大会が有名ですが、実は夏祭り

は各地区で行われています。坂畑地区 8 月 6 日、折木沢地区 8 月 7 日、笹地区 8 月 11 日。坂畑地区は数年前

から８月の第一日曜日に行われるようになりましたが、お盆前の一週間位の間にお祭りが目白押しです。 

わが地元、折木沢の滝原にある亀山神社の例大祭は、曜日に関係なく 8 月 7 日 

に行われます。夏祭りには雨乞いの祈りが込められていると言われています。 

うちのののさん（ひいばあさん）が「滝のまち（祭り）の日は 3 つぶでも雨が 

降る」と、よく言っていました。 

それだけ効果があったということでしょうか。当日は、朝から子供神輿や神楽 

の入込みなど、イベントが盛りだくさんです。 

今年の夏はローカルなお祭りで、ノスタルジーに浸ってみるのも良いのでは 

ないでしょうか？ 

村岡（むらさん） 

                                         

 

 

 

 

高所でも 

へっちゃらです！ 

昨年の神楽の奉納 

http://kimikame.net/
mailto:info@kimikame.net
http://www.kimikame.net/
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季節の星だより★ 

 

 

 

 

 

 小さなお子さまと保護者の方対象のちょこっと自然体験イベント「森っこクラブ」。第１回目を 5 月 24 日に

実施しました。最初に、自然や生き物に関係のある絵本をみんなで見た後はお昼まで緑のきれいなきみかめの広

場と森をみんなでおさんぽ。当日はお天気にも恵まれゆっくりおさんぽを楽しむことが出来ました。スタッフの

出すお題カードを見ながら、特徴のあるとげとげの木や芝生の広場にひっそりと生えるお花を探しながら森の中

に入って行きます。木漏れ日の差し込む森の中でお母さんと手をつないで初めて見るもの嗅ぐ匂いに目をキラキ

ラさせている子ども達を見ることが出来ました。最後は、野外炊飯場のテーブルでお菓子とお茶タイム。普段、

子育てでお家にいるお母さん同士でゆっくりお話しすることも出来ました。           飯塚（まりも） 

 

                        

  

 

『秘密基地づくり』 

「森のアスレチック」 4 月 16 日（日)  参加者：49 名（午前） 47 名（午後） 

 

 

お 4 月 16 日（日）「森のアスレチック」を実施しました。昨年は台風の影響で止む無く中止となりましたが、今

年は天候にも恵まれ無事実施することが出来ました。ハンモックやブランコ、ターザンロープコースなどきみか

めの森の中にたくさんの遊具を準備して、参加者の皆様に楽しんでいただきました。 

 例年設置している常設コースに加え、今年は「滑車付きのターザンロープ」を用意しました。ロープをしっか

りと握り、爽快感とスピード感を子供たちは楽しんでいました。小さい子たちも頑張ってチャレンジしてくれて

最初は少し怖がっていた子も、何度も何度もチャレンジすることで怖さが楽しみに変わっていったようでした。

自然の中で遊びながら、親子での触れ合える時間になれば嬉しいです。 

                                           工藤(しんちゃん) 

 

 

 

 

 『14ｍの空』 

きみかめのプラネタリウムのドームの直径は 14ｍです。普段、きみかめの 

利用者さんに投影する時は、この 14ｍのドームで解説を行います。春の星 

の並びで、春の大曲線（北斗七星の柄を延長して 2つの一等星を通過する 

大きなカーブ）というものがあります。プラネタリウムではすぐに見つけるこ 

とができるのですが、実際の空で探してみると、とても大きくすぐに視界に収 

めることができません。たまに夜空を見上げると、その大きさに圧巻されて 

しまいます。春の大曲線は 6月中旬であれば 20時頃、下旬であれば 19時頃南の空に昇ってきます。もうすっか 

り梅雨になり、なかなか星々を見ることができませんが、ぜひ晴れ間を見つけて雄大な曲線を眺めてみてください。     

  花香(ハナ) 

 

 

  所長のお天気コーナー 

 

～冬の星の魅力をスタッフ花香がお伝えします～ 

 

【雲をつくってみよう】 

「森っこクラブ  ～春の森さんぽ♪～」5 月 24 日（水) 参加者：10 組 

 

空に浮かぶ雲が身近にあるものでつくれるということをご存知ですか？ 

今回は雲をつくる実験をご紹介します。 

必要なもの： 

 

  

①よく洗ったペットボトルの中に、ぬるま湯を入れる(温度は 40℃前後) 

②ライターで線香に火を点け、ペットボトルの中に煙を少しだけ入れる。 

フタをして、数回ふる。 

③両手でペットボトルを押したり、ゆるめたりを何度か繰り返す。数回 

続けると、白い雲がペットボトルの中に出来ます。 

 

 

～天気博士の庄司所長による 

ちょっとためになる空の話をお届けします～ 

 

きみかめで体験できる、いちおしの

ア ク テ ィ ビ テ ィ を 紹 介 ！ ！ 

 

 

 主催イベント報告 

 

      雲は水蒸気とちりから出来ています。地面が暖められて空気が上昇することで、空気のかたまりがふくら

んで温度が下がり、水蒸気が冷やされ、水や氷のつぶになるのが雲の正体です。 

体験アクティビティ「お天気ついて知ろう」ではこの実験を体験することが出来ます。興味のある方はぜひ

当施設へお越しください。                             庄司(しゅれっく) 

 

食堂だより 

 

～「食」に関する様々な情報をお伝えしていきます！～ 

 

夏の暑さが厳しくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

元気な子供たちの笑顔は食堂スタッフに元気と活気を頂け大変嬉しいものです。 

先日来た子ども達の中には、ご飯を５杯もおかわりしておりました。 

話は変わりますが夏メニューでは、夏野菜をいかに子ども達に食べて頂くか 

考えて作成しております。 

『茄子と隠元の生姜和え』…メニューだけを見たら子ども達に敬遠されそうですが、何と子ども達がおかわりに来

ています。作った側も少しビックリですが、嬉しい誤算です。味付けとしましては、醤油ベースの甘辛仕立てに生

姜をアクセントに使いました。他にも夏野菜を使ったメニューを盛り沢山。夏の暑さと湿度の高さに身体が悲鳴を

上げそうですが、よく食べ・よく寝て乗り切って行きましょう。                 江澤 

 

  

                        

みなさんは子供の頃に秘密基地を作ったことはありますか？今回ご紹介するのは、きみかめのアクティビテ

ィ「秘密基地づくり」です。このフレーズを聞くと子供だけでなく大人もワクワクするのではないでしょうか。

きみかめの森の中に竹を使った骨組みを用いながら作っていきます。もちろん自然の中での活動なので、太陽や

風の向き、過ごしやすい場所などを子供たちで話し合いながら決めていきます。自分たちで考えながら、そして

仲間と協力しながら作っていくことで子供たちの想像力や協調性を楽しみながら養うことが出来ます。 

最後に、秘密基地は壊してしまいますが仲間とアイディアを出し、それを形にすることで達成感が生まれる

ことでしょう。きっときみかめで経験したことが子供たちのいい思い出に残ると思います。 

工藤(しんちゃん)     

 

空のペットボトル（1,500ml）×1 本 

ぬるま湯×100ml 程度、灰皿×1 個 

線香×1 本、ライター×1 本 

 


