
『燕三条グリーンツーリズム』イベント一覧

2021.9

場所 燕市国上 本覚院 定員 40名 場所 三燕みどりの森公園 定員 20名 場所 新通川、新保踏切付近 定員 10名

参加費 1,000円 受付 ～9/18 参加費 200円 受付 9/1～前日 参加費 無料 受付 2週間前～

場所 新通川 定員 20名 場所 三条市グリーンスポーツセンター 定員 大人10名 場所 三燕みどりの森公園 定員 20名

参加費 500円 受付 2週間前～ 参加費 500円 受付 ～10/3(日) 参加費 500円 受付 10/1～15

場所 三条市グリーンスポーツセンター 定員 15名 場所 かんきょう庵 定員 15名 場所 三条市中央公民館 定員 20名

参加費 大人800/子供400円 受付 2週間前～ 参加費 大人800/子供400円 受付 2週間前～ 参加費 2,500円 受付 要確認

場所 三条市中央公民館 定員 20名 場所 月岡トリムの森 定員 15名 場所 高城ヒメサユリの小道 定員 10名

参加費 2,500円 受付 要確認 参加費 300円 受付 2週間前～ 参加費 500円 受付 2週間前～

秋の炭焼き体験と野外料理入門
～窯入れから窯止めまでを体験～

楽しい理科・科学教室 冬期
小学校3年～4年（全３回）

11/7（日） 1/9(日)初回（2、3月各1回)

9時～15時 9時半～11時半

簡易窯で竹または雑
木の炭焼きを体験しま
す。焚き火を使った毎
回好評の野外料理も
行います！

身近な自然の仕組み
や営みを、楽しく観察・
実験・体験しよう。
小学3年～4年生対象
です。

申込
NPO法人にいがた里山研究会

申込

ネイチャークラフト
～里山で集めた素材でつくります～

冬の里山雪上観察会
～冬芽と動物の足跡探し～

自然観察雪上トレッキング
～残雪の里山でマンサクの花探し～

12/5（日）

1/30（日） 3/6（日）

NPO法人 星空ファクトリー

0256-32-5716 ssfl@mail2.ginzado.ne.jp

　2021年度 秋・冬版（下半期）

9時～17時 9時～11時半 8時～10時

チームで謎解きをしな
がら仲間たちとゲーム
クリア！豊かな国上地
域で、食への感謝の
気持ち、大切さを学び
ます。

ドングリや落ち葉で遊
び、自然観察の楽しさ
を学びます。

新通川の土手や川底
の草刈りとゴミの除去
を行い、水生生物の
生息環境の保全を図
ります。

はらぺこ塾
～ぼくらの空腹体験～

自然観察教室 新通川クリーン作戦
～川をきれいにして生き物を守ろう～

10/2（土） 10/3（日） 10/3（日）

新通川雑魚つり大会
～何種類の魚が釣れるかな？～

マウンテンバイク体験会 樹木剪定教室

10/10（日） 10/10(日) 10/17（日）

申込
寺子屋つばさ実行委員会

申込
NPO法人ネットワークみどり緑

申込
NPO法人にいがた里山研究会

0256-33-6733 haki935@cb4.so-net.ne.jp 0256-32-5716

9時～11時半 9時～12時 9時～11時半

身近な川で雑魚釣り
を楽しみます。いろん
な種類の雑魚を釣り
上げて観察しましょ
う！

マウンテンバイクの基
本的な乗り方を練習し
た後、実際に土のコー
スを走ってみます。土
の上や山の中を走る
感覚をぜひ！

初心者を対象にプロ
が剪定のコツを教えま
す。

申込
NPO法人にいがた里山研究会

申込
三条市グリーンスポーツセンター

申込
NPO法人ネットワークみどり緑

0256-32-5716 0256-38-3968 haki935@cb4.so-net.ne.jp

13時半～16時半

9時～11時半 9時～14時

里山の木の実や枝で
リースや小物を作りま
す。
自由なアイデアで作っ
てください。

雪の上をカンジキや
スノーシューで歩きな
がら、動物の足跡や
木々の冬芽などを観
察します。

自然観察を楽しむ雪
上トレッキングです。
カンジキ（又はスノー
シュー）を使用し、地
形図・コンパスの使い
方も学べます。

申込
NPO法人にいがた里山研究会

申込
NPO法人にいがた里山研究会

申込
NPO法人にいがた里山研究会

0256-32-5716

0256-32-5716 0256-32-5716

9時半～11時半

身近な自然の仕組み
や営みを、楽しく観察・
実験・体験しよう。
小学5年～6年生対象
です。

申込
NPO法人 星空ファクトリー

ssfl@mail2.ginzado.ne.jp

楽しい理科・科学教室 冬期
小学校5年～6年（全３回）

1/23(日)初回(2、3月各1回)

1 / 2 ページ



『燕三条グリーンツーリズム』イベント一覧

場所 オンライン 定員 20名 場所 新潟経営大学（予定） 定員 100名（予定）

参加費 1,000円(望遠鏡別途) 受付 Webにて確認 参加費 1,000円（予定） 受付 Webにて確認

☞ 『燕三条グリーンツーリズム』申込先一覧

『2022年度　春・夏版（上半期）』は、
来年4月下旬にウェブサイト掲載予定です！

※各イベントの詳細は、申込先へ問合せ、または、各団体のウェブサイト・Facebookをご確認ください。

web望遠鏡工作&天体観察教室
～11/19の月食特別編～

ゆきんこカップ
～逃走中in新潟経営大学～

11/19（金）開催予定【企画中】 2月開催予定【企画中】

19時～21時 詳細未定

手軽に作れる望遠鏡
工作教室! 自分で作っ
た望遠鏡で月食を見
よう!!望遠鏡は、35倍
または15倍のどちらか
を選択！

屋内に篭りがちな寒い
季節に、新潟経営大
学のキャンパスで逃
走中を行います。大学
生スタッフと一日楽し
く過ごしましょう！

※各イベントは、今後、中止・延期、または内容が変更となる場合があります。ご承知おきください。

申込
NPO法人 星空ファクトリー

申込
寺子屋つばさ実行委員会

http://npossf.net/ http://www.terakoya-tsubasa.jp/

現在、企画中のイベントは、

各団体のウェブサイトで

最新情報を確認してください。
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https://www.tsubasan-aruki.jp/panf_back/ts_gt_org.pdf
http://npossf.net/
http://www.terakoya-tsubasa.jp/

