
 

 

令和４年度 体験活動普及啓発事業 

「チアフルデー ～ありがとう！きびの森！４０周年大感謝でぇ～」開催要項 

 

１ 趣 旨   親子で自然体験活動を楽しむことで，親子のふれあいの大切さを感じたり，他の家

族との交流を深めたりすることをねらいとする。 

        子供の健やかな成長に体験がいかに大切かを広く発信し，社会全体で体験活動を推

進する機運を高めることを目的とする。 

 

２ 主 催  独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立吉備青少年自然の家 

 

３ 日 時  ①前 夜 祭  令和４年１１月１２日（土）１６：３０～１３日（日）朝食 

②チアフルデー 令和４年１１月１３日（日）９：３０～１５：３０ 

 

４ 会 場  国立吉備青少年自然の家 

 

５ 対 象  幼児から大人 

 

６ 内 容  ①前夜祭 １２日（土）から来所して前泊（宿泊棟） ２０家族８０人を募集  

１２日（土）１６：００～１６：３０ 受付 

       １６：３０～１６：４５ 開会行事 

       １６：５０～１７：３０ 就寝準備 

       １７：３０～１８：３０ 夕食（レストラン） 

       １８：３０～１９：００ 移動，入室，休憩 

 １９：００～２０：００ ①天体観察（天体観察棟） 

雨天時：遊びリンピック（オリエンテーション室） 

②絵本読み聞かせ（ふれあいホール）  

※①②のいずれか一方を選択 

 ２０：００～２２：００ 休憩・入浴・就寝 

１３日（日） ７：３０～ ８：３０ 朝食（レストラン） 

②チアフルデー（１３日のみ 日帰り） ３２０人を募集 

        ９：００～１３：００ 受付 

９：３０～１５：００ 自由参加＋事前申込みした活動 

         １３：００～１４：００ 記念航空写真 

 

 

 

 

 



 

 

 活動名，【場所】 時  間 内  容 備  考 

Ａ 前夜祭 
（事前申込みが必要） 

16:30～20:00 夕食（レストラン食） 

絵本読み聞かせ，天体観察，

（遊びリンピック） 

朝食（レストラン食） 

募集２０家族８０人 

 

Ｂ カッター活動 
（事前申込みが必要） 
【鳴滝湖】 

10:00～11:30 
 

鳴滝湖でカッター体験をす

る。 

６０人程度（抽選） 

対象は小学生以上 

中学生以上は一人で一本

の櫂を使用。 

※小学 3 年生までは保護者同伴 

Ｃ 吉備の森自然探検隊 
（事前申込みが必要） 
【鬼ヶ島ファイヤー場，河川敷または 
チャレンジルーム】 

①10:00～11:00 
②14:00～15:00 

吉備の森の自然の中でネイチ

ャーゲームを楽しむ。 

各回３０人（抽選） 

小雨決行 

※小学生以下の親子対象 

Ｄ 樹木ビンゴ deハイキング 
【受付：玄関 活動：所内】 

9:30～15:00 吉備の森を歩き自然とふれあ

う。 

小雨決行 

Ｅ フィールドアスレチック 
【ウーリーのぼうけんひろば】 

9:30～15:00 様々な屋外遊具でアスレチッ

クを楽しむ。 

雨天中止 

Ｆ おもしろ自転車 
【つどいの広場】 

9:30～15:00 様々な形の自転車遊びを楽し

む。 

雨天中止 小学生以下が

対象（15分交代制） 

Ｇ 吉備の紹介コーナー＆ 
ボーイスカウト展示 
【オリエンテーションルーム】 

9:30～15:00 
 

国立吉備の活動やこれまでの

歩みや，ボーイスカウトの活

動を展示する。 

 

Ｈ 授乳室＋ちびっ子ルーム 
【学習室１】 

9:30～15:00 
 

小さい子供連れの休憩スペー

スとして利用する。 

 

Ｉ 遊びリンピック 
【学習室２】 

9:30～15:00 遊びリンピックの様々な競技

に挑戦する。 

 

Ｊ クラフト 
【学習室３】 

9:30～15:00 畳や木を使ったもの作りをす

る。 

 

Ｋ カプラ＆ペタンク 
【ふれあいホール】 

9:30～15:00 カプラやペタンクをして楽し

む 

 

Ｌ 絵本広場 
【グリーンルーム】 

9:30～15:00 絵本の紹介や展示を行い，自

由に絵本を読む。 

 

Ｍ 岡山県キャンプ協会ブース 
【ラウンジ】 

9:30～15:00 岡山県キャンプ協会によるブ

ース出展で体験する。 

 

Ｎ オリンピックレガシー展示 
遊びリンピック 
【プレイホール】 

9:30～15:00 オリンピックの馬術障害や表

彰台などの展示を行う。（記

念撮影可能） 

遊びリンピックの様々な競技

に挑戦する。 

 

Ｏ 休憩所 
【チャレンジルーム】 

9:30～15:00   

Ｐ 休憩所 
【多目的ホール】 

9:30～15:00   

Ｑ 岡崎嘉平太展示 
【レストラン前】 

9:30～15:00 岡崎嘉平太記念館で行われた

写真展の展示を行う。 

 

Ｒ 記念航空写真 
（事前申し込みが必要） 
【下の広場】 

13:00～14:00 ドローンによる空撮を行う。 事前参加確認 

参加者には記念品あり 

Ｓ 昼食 
（事前申込みが必要） 
【レストラン】 

①11:15～12:00 
②12:00～12:45 
③12:45～13:30 

 ３交代制 

 

※ 天候等により一部変更になる可能性があります。 

 



 

 

６ 事前申込み（次のページのコードから申込みができます。） 

  （１）参加（前夜祭から参加：２０家族８０人，当日のみ参加：３２０人） 

      ※申込み多数の場合は，抽選となります。 

※前夜祭の夜の活動は，２活動いずれか一方を希望してください。希望多数の活動は抽

選を行い，抽選に漏れた場合は，もう一方の活動に参加していただきます。 

（２）活動 

・当日の事前申込みが必要な体験は以下のとおりです。 

※申し込み多数の場合は抽選になります。前夜祭からの参加者を優先とさせていただ 

きます。 

Ｂ：カッター活動（午前）６０人  

Ｃ：吉備の森自然探検隊（午前・午後）各回３０人 

      Ｒ：記念航空写真 

  （３）昼食 

     ・昼食は，事前申込みを行うことにより，レストランで食事ができます。応募者多数の場

合は抽選になります。昼食の時間は活動希望などをもとに指定させていただきます。 

       ①１１：１５～１２：００ ②１２：００～１２：４５ ③１２：４５～１３：３０ 

      ※レストランをご利用になる方は，６００円が必要になります。申し込み後にキャンセ

ルをされる場合、前日（１２日）１７：００までに御連絡をいただけなかった場合は

キャンセル料（１食６００円）が発生しますので，ご注意ください。 

       レストランのご利用以外に，中の広場で持参弁当を食べていただくこともできま 

す。 

            申込み開始 令和４年 ９月２３日（金） ９：００から 

            申込み期限 令和４年１０月１４日（金）１５：００まで 

            結果通知  令和４年１０月１５日（土）（メールにて） 

７ 費 用 

（１） 日帰りの場合 

無料 レストランを利用される場合６００円（３歳以下はレストラン食無料です。） 

（２） 前夜祭参加の場合 

すべての方にシーツ代 300 円，保険代で 211 円かかります。昼食を希望されない場合， 

昼食代は不要です。） 

     【中学生以上】2,350 円 シーツ代＋保険代等＋食事代（夕食 700 円＋朝食 490 円＋昼食

600 円） 

       【小学生】2,300 円 シーツ代＋保険代等＋食事代（夕食 670 円＋朝食 470 円＋昼食

600 円） 

    【幼児４歳以上】2,000 円 シーツ代＋保険代等＋食事代（夕食 480 円＋朝食 360 円＋昼食

600 円） 

      【３歳以下】 600 円 シーツ代＋保険代等 

  ※前夜祭をキャンセルされる場合、３日前（１１／９）の午後よりキャンセル料が発生します。 



 

 

８ 個人情報について  

ご入力いただいた個人情報は，「独立行政法人国立青少年教育振興機構

が保有する個人情報の適切な管理に関する規程」等に基づき適切に管理

し，この事業に関する事務のみに使用し，法令等に定める場合を除いて第

三者に開示することはありません。本事業で職員等が撮影した写真や映

像，制作物，感想文等の著作物を，当機構の広報等に使用する目的で，報

告書や刊行物，インターネット（ソーシャルメディアサービスを含む）等

に掲載することがあります。また，新聞社，雑誌社等が発行する刊行物に

記事・写真を掲載することもあります。なお，当機構がインターネット上

に公開した肖像及び著作物について，本人（又は保護者）から削除依頼を

受けた場合は速やかに削除します。ただし，印刷物等については対応でき

かねますのでご了承ください。 

※ご承諾いただけない場合は事前に事業担当者へご相談ください。 

 

 

【参加申込み・お問合せ先】 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立吉備青少年自然の家  

チアフルデー 担当：延原・藤本・小野 

 

〒７１６－１２４１ 

岡山県加賀郡吉備中央町吉川４３９３－８２ 

ＴＥＬ：０８６６（５６）７２３３ 

メールアドレス：kibi-senmon@niye.go.jp 

お申込はこちらから 

（https://forms.office.com/r/ETEPCNeyBp） 


