
■小・中・高校生（宮城県民）を対象にした事業

№ 趣旨・ねらい 期　　日 対象・定員 主な活動内容 申込み期間・参加費

１

　蔵王の大自然の中で，長期間の
キャンプ生活や野外活動を通し
て，たくましく主体的・自立的な
生活をさせ，生きる力を育む。

令和3年 8月6日(金)～12日(木)
　【6泊7日】

小学生５．６年生，中学生
　　　 　　　　42人

・登山 ・ニジマスつかみ
・野外炊飯　・沢登り
・創作活動
・山小屋泊　等

6月10日～ 7月 5日
《参加費20,000円程度》

２

子ども会活動の支援にあたる年
少リーダーに，地域における発展
的な活動に必要な知識・技能等を
身に付けさせる。

令和3年12月25日(土)～27日(月)
　【2泊3日】

市町村から推薦を受けた
ジュニア・リーダー中級
研修修了者
40人程度

・講義と実習
・レクリエーション研修
・救命講習　等

仙台・大河原教育事務所
宛，指定日まで様式に従い
申し込む
《参加費3,500円程度》

№ 趣旨・ねらい 期　　日 対象・定員 主な活動内容 申込み期間・参加費

３
　蔵王の春の自然に親しむ活動を
通して，親子のふれあい，他家族
との交流・親睦を深める。

令和3年 5月29日(土)～30日(日)
　【1泊2日】

小・中学生とその保護者
家族30組（100人程度）

・ハイキング
・肝試し　・野外ゲーム
・キャンドルファイヤー 等

4月14日～ 4月28日
《参加費3,500円程度》

４
　蔵王の夏の自然に親しむ活動を
通して，親子のふれあい，他家族
との交流・親睦を深める。

令和3年 8月28日(土)～29日(日)
　【1泊2日】

小・中学生とその保護者
家族30組（100人程度）

・沢登り　・登山
・野外炊飯
・キャンプファイヤー
・ニジマスつかみ　等

7月 6日～ 7月27日
《参加費3,500円程度》

５
　蔵王の秋の自然に親しむ活動を
通して，親子のふれあい，他家族
との交流・親睦を深める。

令和3年10月 9日(土)～10日(日)
　【1泊2日】

小・中学生とその保護者
家族30組（100人程度）

・ハイキング
・創作活動
・登山  　等

8月19日～ 9月 8日
《参加費3,500円程度》

６
　蔵王の冬の自然に親しむ活動を
通して，親子のふれあい，他家族
との交流・親睦を深める。

令和4年 1月29日(土)～30日(日)
　【1泊2日】

小・中学生とその保護者
家族30組（100人程度）

・スキー　・雪遊び
・スノーキャンドル作り
・そり滑り　・雪像作り
等

12月 8日～12月28日
《参加費3,500円程度》

(1)蔵王でみんな
　とお泊まり会

様々な自然体験活動を通して，
幼児の主体性，社会性等を育む。
また，保護者は自然体験活動の効
果や円滑な親子の関わり方につい
て学ぶ。

令和3年6月26日(土)～6月27日(日)
　【1泊2日】

未就学児童とその保護者
家族20組（60人程度）

・ハイキング
・レクリエーション
・ニジマスつかみ
・野外炊飯
・創作活動　等

5月 4日～ 5月25日
《参加費3,000円程度》

(2)親子で遊ぼう
　　　　in蔵王

  未就学児童とその保護者を対象
とし，蔵王の自然の中で体験活動
に親しみながら親子の絆を深め
る。

①令和3年10月31日(日)
②令和4年 1月23日(日)
　【各日帰り】

未就学児童とその保護者
各回
家族30組（100人程度）

・ハイキング　・沢遊び
・ニジマスつかみ
・創作活動
・雪あそび　等

① 9月16日～ 9月30日
②12月 8日～12月22日
《参加費各1,500円程度》

８

　県民に自然体験活動を通して楽
しく学習する機会を提供し，自然
の家の施設や活動について理解を
深めてもらい，今後の利用促進の
一助とする。

令和3年10月17日(日)
無料コーナー定員なし
有料コーナー定員あり

・さまざまなブースでの
　体験活動
（有料及び無料コーナー）

無料の活動は，当日参加自
由
有料の活動は，
9月18日～10月 8日

№ 趣旨・ねらい 期　　日 対象・定員 主な活動内容 申込み期間・参加費

９

　蔵王自然の家の利用者のニーズ
に対応するため，実践的な研修を
通して，野外教育施設を支える人
材を育成する。

①令和3年 5月15日(土)～16日(日)
②令和3年 7月 3日(土)～ 4日(日)
③令和4年 1月15日(土)～16日(日)
　【各1泊2日】

大学生，社会人
20人程度

・講話　・野外炊飯
・野外活動の実践
・ＭＡＰ体験　　　等

① 4月14日～ 4月28日
② 5月26日～ 6月 9日
③12月 1日～12月14日
《参加費各3,000円程度》

１０

　蔵王自然の家の野外活動に関す
るプログラムを学習・体験し，野
外活動の基礎的な知識を身に付け
る。

令和3年 5月25日(火)
　【日帰り】

市町村生涯学習・社会教育
主管課担当者等
30人程度

・野外炊飯
・活動プログラムの構成の
仕方

 4月 9日～ 4月30日
《参加費800円程度》
※電話・FAXでの申込み可

１１

　様々な自然体験活動を通して，
野外活動の楽しさを味わうととも
に，その基礎的な技能の向上を図
る。

令和3年 8月19日(木)～20日(金)
　【1泊2日】

教育関係者
40人程度

・野外活動に関する講話
・野外炊飯
・登山　・沢登り　等

初任研（3年目）・中堅研対象
者締切4月12日
一般　7月 1日～ 7月18日
《参加費各3,000円程度》
※電話での申込み可

１２

 蔵王の歴史や文化，自然に関す
る基礎知識を習得し，現地を歩き
ながら環境の美しさに触れ，「蔵
王の魅力」に気付く。

①令和3年 6月12日(土)～13日(日)
②令和3年 7月25日(日)
③令和3年 9月25日(土)～26日(日)
　【①③各1泊2日 ②日帰り】

20歳以上の方
各回25人程度
（全回参加者優先）

・蔵王ジオパーク研修
・遠刈田温泉散策
・蔵王町内環境巡り
・登山　等

① 4月27日～ 5月11日
② 6月10日～ 6月24日
③ 8月10日～ 8月24日
《参加費①③各3,000円②1,000
円程度》

１３
　蔵王の登山を通して，自然の美
しさや環境に触れ，登山の楽しさ
を味わう。

①令和3年 7月10日(土)
②令和3年10月 3日(日)
③令和4年 2月12日(土)
　【各日帰り】

18歳以上の女性
各回40人程度

・登山
・スノートレッキング　等

① 5月26日～ 6月 9日
② 8月19日～ 9月 2日
③R4 1月4日～1月18日
《参加費各1,500円程度》

１４

　自然散策や創作活動，スノート
レッキング等を通して，蔵王の自
然の美しさや環境について考え
る。

①令和3年11月14日（日）
②令和4年 2月13日（日）
　【各日帰り】

20歳以上の方
各回30人程度
（全回参加者優先）

・自然観察
・創作活動
・スノートレッキング　等

①9月23日～ 10月13日
②R4 1月4日～1月18日
《参加費各1,000円程度》

№ 趣旨・ねらい 期　　日 備　　考
令和3年 4月27日(火)・28日（水）

令和3年 6月 5日(土)

令和3年 7月 5日(月)・12日（月）

令和3年11月 5日(金)

令和4年 3月上旬

令和3年 5月 7日(金)

令和3年 6月 8日(火)

令和3年 7月28日(水)

１７
指導技術に関する実技研修を通

して，スキー活動の引率者，指導
者としての資質向上を図る。

令和4年 1月 7日(金)

申込みは，利用事前研修会４開
催時に直接所員へ。
※電子メール・電話・ＦＡＸで
の申込み可

№ 趣旨・ねらい 期　　日 主な活動内容

１８

　学校・社会教育施設及び大学が
融合・連携し，子どもたちの学校
外での学習の場を提供する。施設
での自然体験，地場産品の生産体
験等を通して，豊かな心を育成
し，生きる力を育む。

①令和3年5月18日(火)～20日(木)
　【2泊3日】
②令和3年9月 7日(火)～10日(金)
　【3泊4日】

・学習活動　・創作活動
・登山，ハイキング
・ＭＡＰ等

１９

　親子が共に防災について考え，
課題や研修に取り組み，災害から
身を守る方法を蔵王の自然の中で
他の参加者と楽しく交流しながら
防災・減災について学び，命の大
切さや思いやる心を育て，家庭内
での防災についての意識向上を図
る。

令和3年 8月21日(土)～22日(日)
　【1泊2日】

・災害を知ろう！
・災害時に役立つ手法
・避難所体験
・ポリ袋クッキング
・キャンドルセレモニー
・防災ゲーム　等

セカンドスクール

県内の小中学校
  令和3年度実施予定校
  ①亘理町立荒浜中学校
  ②石巻市立東浜小学校

みやぎ県民大学
①秋の蔵王に親しむ

②白銀の蔵王　冬の森探検

蔵王自然の家
フェスティバル

■大学生・社会人・教職員（宮城県民）を対象にした事業

■学校・団体の引率指導者，代表者を対象にした研修会

野外活動体験会

めざせ！蔵王マイスター
【みやぎ環境税活用事業】

蔵王に登ろう！山ガール教室
【みやぎ環境税活用事業】

対   象事　　業　　名

利用事前研修会１

利用事前研修会５

蔵王自然の家スキー講師
利用学校・団体でスキー指導にあたる方
20人程度

実地踏査会１

スキー指導者研修会

宮城県蔵王自然の家　令和３年度主催事業一覧
TEL 0224-34-2101   FAX 0224-34-2102  　HP  https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zao-syounen/ 　E-mall  zao-syusai@pref.miyagi.lg.jp

事　　業　　名

チャレンジin蔵王

＊申込みは，電子メールまたは往復はがきで，申込み期間最終日の受信・消印まで有効です。

事　　業　　名

■共催事業

ジュニア・リーダー
上級研修会

事　　業　　名

満喫！蔵王の春

満喫！蔵王の夏

満喫！蔵王の秋

親子合わせて50人

対   象

１５

１６

6月 1日～ 7月21日利用の学校・団体

7月22日～ 8月25日利用の学校・団体

8月26日～12月利用の学校・団体

1月～3月利用の学校・団体

令和4年度4月・5月利用の学校・団体

6月上旬頃までに登山活動を行う団体の指導者　登山・ハイキングコースを事前
に実地踏査することにより，ペー
ス設定やコースの安全確認を行
う。

赤十字親子防災スクール

7月末までに登山活動を行う団体の指導者実地踏査会２

　蔵王自然の家の利用の仕方，活
動プログラムの立案，野外活動の
指導方法等についての研修を深め
るとともに，同期日利用団体相互
の各種調整を行う。

利用事前研修会３

＊申込みは，電子メールまたは往復はがきで，申込み期間最終日の受信・消印まで有効です。

＊申込みは，電子メールまたは往復はがきで，申込み期間最終日の受信・消印まで有効です。

野外活動指導者研修会
【みやぎ環境税活用事業】

【初任者研修(3年目)･中堅教諭等資質向上研修
対象事業】

各学校1人以上
各団体2人以上参加

登山・ハイキングを予定し
ている団体は，必ず実地踏
査を行ってください。

8月以降に登山活動を行う団体の指導者

満喫！蔵王の冬

■家族（宮城県民）を対象にした事業

７

事　　業　　名

野外教育施設
ボランティア養成講座

学ぶ土台づく
り
推進計画
「自然の家
　　体験事
業」

実地踏査会３

利用事前研修会４

利用事前研修会２


