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ワクワク自然体験あそび　事業実施予定・報告確認一覧 2021.1.14

静岡県 連盟

整理
番号

〇日連HP
掲載済

開催予定日 開催地市町村 会場名・施設名 種別 タイトル 備考 開催 報告 完了

1 〇 9月27日（日） 長泉町 稲荷神社 1日 ワンディキャンプ　ボーイスカウトと遊ぼう 長泉第２団 〇 〇 ◎

2 〇 10月４日(日) 静岡市清水区 三保の松原 １日 松原の探検と清掃 静岡第２７団 〇 〇 ◎

3 〇中止 10月10日(土） 静岡市清水区 興津宗像神社 1日 台風14号の為中止　スカウトの日ワンディキャンプ 興津第1団 中止 〇 ◎

4 〇 10月25日(日) 静岡市駿河区 宇津ノ谷峠 １日 タイムトラベルハイキング 静岡第２７団 〇 〇 ◎

5 〇 10月25日（日） 焼津市 高新田浜公園 1日 野外でたのしもう!ワクワクチャレンジ 大井川第3団 〇 〇

6 〇 11月1日(日) 富士宮市 星山一区民館グランド 半日 自然ゲームで遊ぼう 富士宮５団 〇 〇

7 〇 11月1日(日） 静岡市清水区 梅ケ谷ふれあいの里 1日 パパママキッズ・ワンディキャンプ 清水第19団 〇 〇 ◎

8 〇 11月3日(火) 熱海市 MOA美術館・伊豆神社 1日 熱海の神話と伝統巡り 伊東第5団 〇 〇 ◎

9 〇 11月3日(火) 浜松市中区 浜松城公園展望広場 半日 忍者学校(忍者体験) 浜松第６団: 〇

10 中止 11月8日(日) 伊東市 伊東市　矢筈山 1日 ハイキング・自然観察・宝探し 伊東第5団 中止 × 無し

11 〇 11月8日（日） 御殿場市 東山青少年広場 1日 GOTOひがしやまヒミツの森たんけん 御殿場・小山地区 〇 〇

12 〇 11月8日(日) 富士市 中央公園 半日 ビーバーだってキャンプだホイ 富士第2団 〇 〇

13 〇 11月8日(日） 静岡市清水区 船越堤公園 1日 ふなこしの森をたんけんしょう 清水地区 〇 〇

14 〇 11月8日(日) 島田市 白岩寺公園 半日 ゲームで楽しいハイキング 島田6団 〇 〇 ◎

15 〇 11月8日(日) 磐田市 うさぎ山公園 半日 スカウトと一緒に楽しもう 磐田地区 〇 〇 ◎

16 〇 11月8日(日) 浜松市浜北区 野鳥公園 半日 葉っぱや木の実で工作と5つの謎解き 浜松第22団 〇 〇 ◎

17 〇 11月15日（日） 沼津市 かぬき山 半日 秋の香貫山ハイキング 沼津第16団 〇 〇 ◎

18 〇 11月15日(日) 浜松市 北西会館周辺 半日 手作り楽器と竹ぽっくりを作って遊ぼう 浜松７団 〇

19 〇 11月15日(日) 掛川市 森林果樹公園 1日 秋のわくわくハイキング 掛川第2団 〇 〇

20 〇 11月22日(日) 伊豆の国市　 茅野っ子広場 １日 火おこし体験・野外料理を作ろう 仁第1団 〇 〇

21 〇 11月28日(土) 御前崎市 新大山公民館 1日 親子で楽しむもくもく燻製つくちゃおう 御前崎第1団 〇 〇

22 〇 11月29日（日) 田方郡函南町 柏谷公園 半日 勇者になって冒険しょう 函南第１団 〇 〇

23 〇 11月29日（日) 静岡市駿河区谷田地内 ホリデーの森 １日 ワクワクハイキング&野外炊事体験 静岡第１４団 〇 〇

24 〇 11月29日(日) 浜松市 西区大山町花川沿い 半日 〇〇を探そう!秋を楽しむポイントラリー 浜松１９団 〇

25 〇中止 12月6日（日） 焼津市 村松鉄工所脇の広場 半日 火おこし体験でパンを焼いてみよう（火おこし体験、調理体験） 焼津第5団 中止 〇

26 〇 12月6日（日） 藤枝市 スカウト広場 1日 ハイホー・小人の木こり 藤枝第2団 〇

27 〇 12月6日(日) 浜松市中区 浜松市街、浜松城公園 半日 浜松城・浜松城公園見学ハイキング 浜松第３０団

28 中止 12月13日(日) 富士市 詳細未定 半日 ゲーム等 富士地区 中止 × 無し
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29 〇 12月13日(日） 静岡市清水区 興津宗像神社 半日 もちつき体験 興津第1団 〇 〇

30 〇中止 12月13日(日) 島田市金谷 番生寺会館 1日 もちつき、ポイントハイキング他 金谷3団 中止

31 〇 12月13日(日) 湖西市 梅田親水公園 半日 蔓あみハイキング 湖西１団 〇

32 〇 12月13日(日) 浜松市中区 早出北公民館 1日 サンタと一緒に野外活動 浜松第24団 〇

33 〇 12月20日(日) 伊豆の国市 慈恩こども園 １日 ワクワク餅つき集会 大仁第1団 〇

34 〇中止 12月20日(日) 磐田市 うさぎ山公園 1日 ミニハイク(自然観察/ゲーム)　設営体験 磐田第3団 中止

35 3月7日 12月20日(日) 浜松市 太田山野営場 半日 野外料理 浜松１団 延期

36 〇 1月9日(土) 静岡市駿河区 遊木の森 １日 昔の遊び"弓矢"を体験しょう 静岡第２７団 〇

37 〇3/7 １月17(日) 島田市 大井川河川敷 半日 凧つくりと凧あげ 島田２団 〇 延期

追加 １月17(日) 浜松東 太田山野営場 半日 野鳥の巣箱つくりと酢掛け 浜松第6団

38 〇 1月24日(日) 三島市 間眠公園近辺 半日 「全集中して突破せよ」 三島第５団 〇

39 延期 1月24日（日） 静岡市清水区 押切北公園 半日 工作・冒険遊び・野外料理 清水地区清水第19団 延期

40 〇 1月24日(日) 吉田町 吉田公園 半日 ぼくもわたしも凧つくり名人 吉田2団 〇

41 1月24日(日) 浜松市東区 妙恩寺 半日 野外炊事とミニゲーム 浜松第21団

42 〇延期 2021/1/31　3/21 島田市金谷 金谷巌室神社境内 1日 「自然の呼吸」を会得しょう 金谷1団 〇

43 中止 1月31日(日) 浜松市 カトリック浜松協会 半日 餅つき他 浜松１４団 中止

44 1月31日(日) 浜松市 新所原公園 半日 ウォークラリー 湖西第１団

45 中止 2月7日(日) 三島市 善教寺 半日 たき火＆ゲーム 三島第３団

46 2月7日(日) 静岡市清水区 大乗寺 1日 野外料理・五感体験ゲーム 清水第17団

47 〇 2月7日(日) 浜松市北区 鷲沢風穴 1日 ポイントハイク・風穴探検・野外料理 天竜第1団 〇

48 中止 2月11日(火) 富士市 詳細未定 1日 富士市の平和をとりもどせ吉原街中写真追跡ﾊｲｷﾝｸﾞ 富士地区 中止

49 2月14日(日) 伊東市 伊東市青少年キャンプ場 1日 野外炊事・野外ゲーム 伊東第5団

50 2月14日（日） 焼津市 清見田公園 半日 ポイントラリー、信号搭搭乗体験 焼津第1団

51 〇 2月14日（日） 牧之原市 萩間公民館 半日 野外炊事、ゲーム等 相良1団 〇

52 2月14日(金) 浜松市 西区舞阪町町民の森 半日 ゲーム＆清掃奉仕 浜名１団

53 中止 2月21日（日） 御殿場市 御殿場地区コミュニティ共用施設 1日 未定 御殿場第6団 中止

54 中止 2月21日（日） 富士宮市 富士根南小グランド 1日 野外炊事,自然観察 富士宮２２団  (№50) 杉山

55 中止 2月21日（日） 掛川市 粟本生涯学習センター 半日 ゲーム、自然観察、ミニハイキング等 掛川・袋井地区 中止 原

56 2月21日(日) 磐田市 うさぎ山公園 1日 観察　ゲーム 地区

57 3月7日(日) 富士宮市 浅間大社周辺 1日 ウォークラリー 富士宮地区

58 3月14日（日） 裾野市 不動の滝公園 半日 自然観察、ゲーム等 裾野第３団

59 中止 3月27日(土) 伊東市 伊東市　大平の森 1日 山菜採取ハイキング・自然観察 伊東第5団 中止 渡邉

半日 ２９回

〇赤丸は日本連盟ホームページに体験あそびとして登録したものです。　基本的には中止も含め登録願います。　中止の場合の経費は登録がないと支給できません。宜しく願います。


