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　緑の野原で、陽が暮れるまで虫を追いかけた。水しぶきを受けながら必死で波

に向かおうとした。この道はどこに続くのだろう？冒険心を燃やしながら歩き続け

た。煙に涙を流しながら、頑張って焚き火でご飯を炊き上げた。途中で小さい子が

泣くのを、一生懸命励ました。時間も疲れも忘れて、夢中になって遊んだ。

　子どもの頃のこうした体験は、年を重ねている世代なら、誰しも懐かしく思うも

のではないでしょうか。子ども時代は、自然の中で汗を流し、涙を拭い、冒険心に満

ちた挑戦をし、仲間と共に笑い合ったものです。その体験が、忍耐力や感性を大き

くし、知恵や社会性を身につけ、憧れや夢、自信を生み出していくのです。

　今の子ども達は、そうした体験をどれほどしているのでしょうか。自然体験の重

要性が叫ばれるようになったのは、最近のことではありません。学校や家庭でも自

然体験は行われています。しかし、道具がないと遊べない、頑張りぬく力がない、

自分に自信がない、友だちとうまく付き合えない、こうした子ども達の傾向は、依然

として拡大してきているのが現状です。そこに足りないのは、やはり表面的な擬似

ではない「本物の体験」なのではないでしょうか。前の世代なら知っていた、本気

になって自然や友とぶつかり合い、夢中になって体と感性を働かせる経験です。

　私達の自然教室では、そうした子ども達の「本気」を引き出す体験を、自然の中

での遊びや生活プログラムを通して、今の子ども達、そして父母の方々に伝えてい

きたいと考えています。子ども達が、自然の中で逞しく成長できる機会を再び創り

出したいのです。何より、自然には、すべての束縛を解き放つ包容力があります。

学校でのストレス、年齢や他者を気にするプレッシャー、自分への自信のなささえ

「そんなこと、今はどうでもいいよ」と、忘れさせてくれるのです。誰もが、自然の中

で笑顔になれるのは、この不思議な力が働いているからなのかもしれません。

一般社団法人 ネコのわくわく自然教室
丸谷  由  （ゆうにー）

2022 年度

2022.4 ～ 2023.3
年間パンフレット

幼児から大人まで
一緒に参加できる
沖縄の自然学校

人 で
できる
学校校 2222thth

anniversary

since 2000

22th
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since2000

自然の中での体験が、子ども達を大きく育てます！
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冒険マスター7コース

宿泊プログラム

日帰りプログラム

┗さらなる冒険に挑戦〔小５～高校生〕

┗キャンプや宿泊体験〔幼児～親子〕

┗親子で一緒にたのしむ〔幼児～親子〕

ネコクラブ
ネコクラブ

自然教室
自然教室

青空ようちえん
あおぞらあおぞらあおぞら

体験プログラムの企画依頼

◎どなたでもひとつずつ参加できる単発プログラム
◎日帰りから６泊７日まで期間、内容盛りだくさん
◎子どもだけ、親子、高学年など対象も豊富です

◎ちびっ子のための幼児向け自然体験プログラム。週末、そして平日にも開催！
◎親だけではなかなかできない幼児のための外遊び、自然遊びを満載
◎赤ちゃんも連れて親子参加で楽しめます

◎保育園、小学校、学童など団体からの自然体験や学習プログラムの企画依頼
◎保育園の遠足を海遊びに！小学校での軽石講座、オンライン講演も実績豊富！

◎１年間を通した継続的な体験と仲間づくり（１年間の会員制）
◎継続した参加スタイルだからできるこだわりプログラムと仲間づくり
◎スタッフや仲間と一緒にステップアップ

〔ネコクラブ…年長～中学生〕
〔ネコクラブJr.…年中～小学５年生〕

ジュニア･スタッフネコクラブでは中学生になったら「ジュニア・スタッフ」に昇格です！大学生スタッフの補助として、年下の子ども達のフォローや準備片付けなどを手伝いながら参加できます。憧れのネコスタッフに近づこう！

体験ラインナップ

今年度のスケジュールは
ここを開いてご覧下さい。

22222222

企画依頼

応急救護の講習会
◎乳幼児から成人までを対象とした緊急時の応急処置、ＣＰＲ、ＡＥＤ使用等の講習会を開催します！
◎MFA Japan 公認トレーニングセンターとして認定されており、国際基準の応急救護資格が取得可能救命講習

〔MEDIC First Aid トレーニングセンター〕
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軽石のふしぎ講座
軽石漂着を通して、火山
や海の仕組みから自然と
人間の付き合い方まで学
べる講座。保育園、小中
学校、大人向けまで！
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自然の豊かさも厳しさも楽しむこと海に泳ぎだし、自分の足で山を登り、雨の日でも外に出て、

冬の海岸でキャンプする！中城村を拠点に多様な自然環境へ

飛び出し、沖縄の自然の豊かさや厳しさを楽しみます。
ちびっこから参加できること２、３歳の小さい頃から自然の中でダイナ
ミックに遊んで欲しい。幼児から参加できる
ことも大切なことと考えています。親子で一
緒に楽しめるもの、赤ちゃん連れでも参加で
きるプログラムもあります。

冒険心と
チャレンジ精神に満ちた目が輝く体験であること「そんなことできるの？！」やったことないこと、
出来るかわからないことに挑戦することは知恵と
勇気を成長させます。何より挑戦することはわく
わくする楽しさにあふれています。高学年や中学
生向けの冒険プログラムもあります！

自然の中での体験だけではなく、

子ども達に一番伝えたいこと、それは「仲間の大切
さ」、「人との関わり合いのおもしろさ」。様々な年
齢の子との出会い、学生スタッフとのふれあい、長
い時間をかけてのつながりを通して、絆の大切さを
知り、心の居場所となる自然教室を目指しています。

自然教室ＳＴＡＦＦネコのわくわく自然教室のスタッフは、野外教育の「専門

スタッフ」と、大学生が中心の子どもと自然を愛する「ボ

ランティアスタッフ」により構成されています。スタッフは

野外活動の技能、応急処置等の研修に努めています。代表   丸谷 由（ゆうにー）

まるや　 ゆう

かけがえのない絆を育む場所であること。

きずな

へ

かけがえのがえ

学生時代より野外教育に携わり、
大学・大学院で教育学を学ぶ。2000年より「ネコのわくわく自然
教室」を統括・運営する。・MEDIC First Aid インストラクター（応急処置）
・明星大学非常勤講師（生涯学習論）著書：軽石のふしぎ図鑑、やんばる生きもの図鑑
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日本におけるアウト
ドア指導者を表彰す
る J O L A 2 0 2 2
（Japan Outdoor 
Leaders Award ）に
てゆうにーが優秀賞
を受賞しました。

2022
優秀賞

活動の様子を伝えるブログもあります！
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昔ながらの伝承遊びで体を動かして遊ぼう！
野あそび&海辺あそび
 の　　　　　　　　　　　　　　　   うみべ

初夏の海は生き物がいっぱい！丸一日海遊び
サンゴ礁の海遊びの達人
　　　　　　　　　しょう　　　　うみ　　　　　　　

３/12 ( 日 )

絵本「チムドンドンおきなわ」
とコラボする特別企画

吉の浦海岸（中城村）

海辺の絵本づくり
withチムドンドンおきなわwithチムドンドンおきなわ

やまのぼりに挑戦
１/28 ( 土 )

３歳からできる山のぼりに親子
で挑戦。最後まで歩けるかな？

名護岳（名護市）

森のクリスマス･クラフト
12/17 ( 土 )

もうすぐクリスマス。自然の素
材を使って沖縄らしい飾り作り

吉の浦公園（中城村）

メダカの池あそび
10/30 ( 日 )

メダカとエビがいる池の探検と
巨大なダムの水辺を楽しもう！

宜野座村

親子で海SUPあそび
10/２ ( 日 )

今回の海遊びは親子でたっぷり
SUP を楽しむ夏最後の 1日。

吉の浦海岸（中城村）

サンゴの海あそび
６/26 ( 日 )

夏のサンゴ礁。生き物がたくさ
んいる潮だまりを探検しよう！

吉の浦海岸（中城村）

年間の基本日程以外の親子で
楽しめるプログラムは、ホー
ムページでお知らせします。
ネコわく LINE に登録している
と通知が受けられます。

＋他の日程

草木であそぼう
５/４ ( 水･祝 )

草木や花を使っての遊びを楽し
もう！お花のおやつ作りも！

吉の浦公園（中城村）

あおぞら海はじめ
４/17 ( 日 )

この春の海あそび初めはここ！
春の海藻を見つけたり海を満喫

吉の浦海岸（中城村）

┗ 日帰り ×８回  １泊２日 ×１回

川であそぼう
７/17 ( 日 )

やんばるのきれいな川を探検し
たり、生き物探しも楽しもう！

大宜味村の川

青空ようちえん
お母さん、お父さんも一緒に楽しめるちびっ子のための自然教室
幼稚園が森の中や海岸、野原にあったら、こんなにたのしいんだ！

対象：２歳～親子参加

２，３歳から小学校に上がるまでの時期に、多様な自然

からの刺激や直接ふれあう体験をすることの必要性、重

要性が確認されいます。汗をかいたり、生き物に触った

り、泥だらけになったり、物事にはじめて触れるこの時期

だからこそ、自然体験が子ども達の心身に深く根付いて

いくのです。とは言っても、親だけでなかなか子ども達

を自然の中につれていけない…という親子のためにネ

コでは、親子で出かける機会をサポートしています。

●対象： 幼児（３歳～年長）、父母、兄姉が参加可能　※活動内容によっては２歳以下の赤ちゃんを連れても参加できます。　※お子さんのみの参加は経験者のみ可能。

●料金（各回）：  幼児 ￥７，５００、  父母 ￥４５０、  小中学生 ￥７，５００　      ●時間： １０～１５時頃　  ●集合・解散： 各会場

あおぞら♪♪

●内容、会場は変更になることがあります。季節ごとの案内やホームページでご確認下さい。　　●５日前までのお申し込みが必要です。

〔各回申し込み〕

●対象：２歳～年長、父母 ※子どものみでの参加、小学生以上の兄姉の参加も可能です。

●日程：月に２回水曜日（基本は第１、第３水曜日） ※開催日はホームページで確認して下さい。   

●時間：１３時３０分～１６時頃　　※２日前までのお申し込みが必要です。

●会場：中城村吉の浦公園、吉の浦海岸 （ネコ事務所・集合解散）

●料金：子ども￥３，８００（２歳以上）、  父母￥５０
　　　　　※保険料別途（子ども￥1,450/年、大人￥50/回ごと）   ※税込み

「平日開催」の青空ようちえんは、小さなお子さんでも参加できる自然遊び教室。
緑豊かな中城村の緑地と海辺で、青空の下、思いっきり体を動かして遊んでみま
せんか？野原で寝転がったり、生き物に触れたり、海につかったり、幼い時期から
自然の中での遊び、身体を動かし、天気や季節の変化を肌で感じる。親子でそうし
た感覚を身につけることができるウィークデイ開催の「青空ようちえん」です。

週末開催

水曜日の午後、ちびっこのための自然教室

┗兄妹割引有り（各１０％引）　※保険料別途（子ども￥1,450/ 年、大人￥50/ 回ごと）    ※料金は税込み表記です。

平日開催Weekday青空ようちえん
ウィークデイ

ネコクラブ
ネコクラブ

ネコクラブは１年間の体験プログラムをコースにした

会員制の教室です。子ども達を大きく成長させてくれる

自然体験。そこで重要となるのが「繰り返しと連続性をも

った体験」。そして、感動や発見を分かち合う「仲間」の存

在です。同じメンバーで１年間を通して参加できるネコ

クラブでは、子ども達は仲間をつくりながら、ステップア

ップをしながら、さまざまな冒険に挑戦していきます。単

発の体験ではできないこだわりの内容満載です。

１年間通して自然遊びの達人になる、子どもだけの会員制教室
クラブだからできる継続的な冒険と感動の体験がいっぱい！

対象：年中～小６、中高生

●毎月のプログラム後には、ブログでレポー
　トと、子ども達ひとりひとりの様子を伝える
　スタッフノートが父母へ郵送されます。
●子ども達には、毎月ネコクラブクイズやス
　タッフからのお手紙が送られてきます。
●ネコクラブ会員の弟妹と父母は、本紙右面
　の自然教室（単発募集キャンプ・日帰り）へ
　お得な「クラブ料金」で参加可能です。

入会すると…コースの違い

〔通年会員制〕

村を探検しながらペリー提督の岩を目指して山登り

海賊ネコキングが残した財宝をチームで探すフィールドゲーム

 　かいぞくおう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たから

１/21 (土) １/22 (日)

11/13 (日) 11/12 (土)

a･b･ｃ合同 10/１ (土)

Jr.コースは、ちびっこでも参加しやすい入門編コースで
す。宿泊はなく、すべて日帰りプログラム、１年間の冒険
は中城村のネコ事務所周辺が中心となります。親子参
加の青空ようちえんとネコクラブの中間的な内容です。

入門編のネコクラブ･ジュニア

年中～
小学５年生
定員…各15名

a･b合同 ５/21 (土)

a･b合同 10/29 (土)

５/22 (日)9:00-16:00  中城村★

１

２

７

４

６

８

体を動かして遊ぶ「野あそび」で仲良くなろう！
野はらであそぼう！

海で泳いだり、サンゴを使った遊びに挑戦しよう！
海辺のあそび＆サンゴクラフト

海賊王ネコキングの宝さがし

ノコギリで竹材を切るところからはじめる、自分だけの弁当箱作り！
竹材からお弁当箱を作ろう！

人気企画！粉をこねてパンから作るオリジナルハンバーガー作り
ネコドナルドに挑戦！

最終回は親子で野遊び、記念品作り、そして感動の修了式！
Jr.コース・おわかれピクニック

たけざい　　　　　　　　　　　　　べんとうばこ　　　　　 つく

やま

ペリー山にハイキング！５

  うみべ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 の　　　　　　　　　　　　　　　

ａコース
年中～小学４年生

ｂコース
年中～小学４年生

ｃコース
年長～小学５年生

★…ネコ事務所（中城村）
　　集合解散

9:00-16:00  中城村★

9:00-16:00  中城村★

9:00-16:00  中城村★

全 Jr. コース合同 ２/11 (土)10:00-16:00  中城村吉の浦公園

9:00-16:00  中城村★

9:00-16:00  中城村★

６/11 (土) ６/12 (日)

７/18 (月祝) ７/17 (日)

３ 夏の海にはサンゴ礁の生き物がいっぱい！

11/３ (木祝)

11/19 (土)

夏の海で生き物をさがそう！
なつ　　　　  うみ　　 　　い　　　　　もの　

9:00-16:00  中城村★

●１年間の１コース分すべてのプログラム料が含まれます。

（１年間）

ネコクラブJr.

会費 兄妹割引－10％

ａ･ｂコース ￥６２,５００
￥５６,２５０

┗ 日帰り ×８回 

兄妹割引－10％

          ｃコース　  ￥７６,５００
￥６８,８５０

ネコクラブJr.
NECO CLUB JUNIOR

すべて
　日帰り！

ABCコースと合同
上級コースと一緒に！

４歳から

３

１

２

６

１０

Camp

８

ネコクラブ修了式

９

７

Ａコース
年長～中学生

Ｂコース
年長～中学生

Ｃコース
年長～中学生

●ＡＢＣは内容は同じですが、開催日が異なります。 Jr.コース未経験でも参加できます。
●ＭコースはＡＢＣコース経験者のみ参加可能。ＡＢＣとは内容や会場が一部異なります。

ネコわくの真骨頂。野原を駆け、海や山へ飛び出し、砂浜で野宿をするワイルドキャン
プに、ものづくり、大学生ボランティアとの交流など１年間を通して、ワイルドな冒険と
異年齢の仲間づくりを楽しむネコクラブ。１年間のコースには日帰りプログラムといろ
いろなキャンプが含まれます。Ａ・Ｂ・Ｃコースを基本とし、経験者のみ参加できるＭコ
ースは、さらにワイルドな内容として冒険やものづくりにチャレンジします。

ワイルドな冒険の達人になる１年間

A・B・Cコース…年長～中学生
Mコース　　 …小学１年生～高校生
定員…各コース３０名

2018年のあの企画が帰ってくる

 こくさい　　　　　　　　　　　　　　ちょうせん

9:00-17:00 　中城村★ 9:00-18:00

9:00-17:00 　中城村★　　　　   

9:00-17:00 　中城村★　

9:00-17:00 　国頭村★

9:00-16:00 　ネコ事務所★火を起こしパン作る究極のハンバーガー作り
ネコドナルドに挑戦 国際クッキングに挑戦

最終回は野遊び、記念品作り、そして修了式！
おわかれピクニック

Ｍコース
小１以上の経験者

マスターマスター

★…ネコ事務所集合解散（中城村）

10:00-16:00 　中城村吉の浦公園（集合解散：吉の浦公園）

１泊２日

野宿をするクラブ一番のワイルドキャンプ
冬の海岸ビバークCAMP
ふゆ　　　　　 かいがん

みち　　 たんけんたい

８時間歩いて村を山を探検する
ハンタ道探検隊5

SUPを漕いで海を探検、チーム力が問われる？
海ＳＵＰに挑戦しよう！
 うみ　　　 サップ　　　　　　　 ちょうせん

兄妹割引－10％

A･B･C コース   ￥９１,０００
￥８１,９００

Ｍコース ￥１１３,０００
兄妹割引－10％ ￥１０１,７００

分割払い 一括払い（５月）もしくは、分割払い（５月と１０月のお支払い）が選択可能。

┗ 日帰り ×７回  １泊２日 ×２回  ２泊３日 ×１回┗ 日帰り ×８回  １泊２日 ×２回（１年間）

ネコクラブ

会費 ●１年間の１コース分すべての
　プログラム料が含まれます。

●兄妹で入会の方は各10%割引

●保険料（1名 \1,450）が別途必要

ネコクラブ
NECO CLUB

中城村のフィ
ールドを

拠点に海、山
、キャンプと

いろいろな冒
険に挑戦！

9:00-17:00 　中城村★いよいよシュノーケルに挑戦する海遊び３回目
シュノーケルで海を探検
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 うみ　　　　　たんけん

４
Camp

海岸でビバーク

Ａ・Ｂ・C…

川と森の冒険、夜の探検を楽しむキャンプ
川と森のやんばる冒険キャンプ

１泊２日 M… ２泊３日
かわ　　  もり   　                  　  ぼうけん

眠るのは海岸でブルー
シート１枚ので野宿。ネ
コクラブと言えばこれ！
寒さを体験するハード系

M コースだけはたっぷり
２泊３日。海川山とやん
ばるの自然を冒険し尽く
すワイルドで熱い３日間。

秋のたき火あそび
11/20 ( 日 )

たき火を楽しむ秋の海辺遊び。
火の面白さと美味しさを！

吉の浦海岸（中城村）

海を長距離歩き、泳ぐアドベンチャー
コーステアリング

大好きなＳＵＰを満喫する海遊び
海ＳＵＰに挑戦！
うみ　　　　サップ　　　　　　ちょうせん

うみあそ

シュノーケルにも挑戦しよう！
サンゴの海遊び６/26 (日)

７/９ (土)

１/15 (日)

村たんけん
野あそび&

むこうまで!
ペリー山の

海を探検も！
ＳＵＰで

     ちょうせん

そつぎょう
　キャンプC

だけ

２/４ (土)～５ (日)

ネコ事務所宿泊
C コースは最後に
１泊のキャンプに
挑戦！次へのス
テップアップ！

入会
方法

２０２２年度募集 ４月１１日（月）～４月２８日（木）

●前年度からの継続の方は   ４月４日(月)～８日(金)   の期間で優先受付致します。

●単発でのお申し込み、ご希望の曜日を指定してのお申し込みはできません。

●お休みした場合、定員に空きがある場合に限り、他コースへの振り替えが可能。
　ただし原則としてＡ･Ｂ･ＣコースからＭコースへの振り替えはできません。

●キャンプをお休みした場合、同泊数の自然教室キャンプ（右ページ）に振り替えが可能。

●定員に空きがある場合は、年度途中での入会も可能です。お問い合わせ下さい。

●参加者ご本人の都合により欠席・途中退会した場合の返金はできません。

●天候等の事情により日程、会場、内容が変更になる場合があります。

お早めに

ネコクラブブログへGo!
ブログへGo!

Point

ジュニアCコースは
ａ,ｂコースよりも
ちょっと冒険。ネコ
クラブへのステップ
として最後は１泊２
日にも挑戦します。

 ｃコースは
ちょっと特別
Jr.

ネコクラブで一番経
験値の高いコースは
「Ｍコース」になり
ました。他コース経
験者のみ参加可能！
中高生も在籍します。

Ｍコースが
最もワイルド

５/15 (日)５/28 (土) ５/29 (日) ５/14 (土)

６/25 (土)６/19 (日) ６/18 (土) ６/23 (木祝)

７/16 (土)７/２ (土) ７/10 (日) ７/３ (日)

11/３ (木祝)10/８ (土) 10/９ (日) 10/10 (月祝)

9:00-17:00 　ネコ事務所★ 本格的な木工、椅子作りに挑戦。

　　                                    づく

ゼロからのイス作り
道具使いの基礎、刃物を使うことを楽しむ

ナイフを使って作ろう！
 　　　　　　　　　　つか　　　　　　　つく

10/23 (日)11/13 (日) 11/12 (土) 11/19 (土)

１/14 (土)１/21 (土) １/22 (日) １/15  (日)

９/17 (土)９/３ (土) ９/10 (土)

ちょうせん

１泊２日

～28 (日) ～４ (日) ～ 11 (日) ～ 19 (月祝)
８/27 (土)

9:00-16:00 　ネコ事務所・吉の浦海岸★

１/28 (土)12/10 (土) 12/17 (土)
～ 27 (日) ～ 11 (日) ～ 18 (日) ～ 29 (日)
11/26 (土)

    ２/12(日)　Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｍ 合同

Jr.コースと合同

親子参加

干潟のあとは、M コース
のメンバーだけでネコ事
務所で楽しいお泊まり。9:00-17:00 　泡瀬干潟（集合解散：県総合運動公園駐車場）食欲の秋、広い干潟でおいしいものを探そう！

秋の干潟で収穫まつり
あき　　　　　  ひがた　　　　　 しゅうかく

    10/22 (土)　Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｍ 合同

海外が遠くなった今だから
こそ、海外の料理を作り、
その国の遊びを楽しもう！
カナダ、インド、フィンラ
ンドの料理と遊びに挑戦。

Jr.abコース ABCコース MコースJr.cコース
●年中～小学４

●日帰りのみ

●中城エリア

●はじめての子ども
　だけでの挑戦に

●年長～小学５

●日帰り＋最後に１泊

●中城エリア

●ａｂより少しだけ
　冒険の幅を広げる

●年長～中学３

●日帰り＋キャンプ

●中城＋やんばる

●海や山での冒険
　野宿キャンプも

●小学１～高校３

●日帰り＋キャンプ

●中城＋やんばる

●ＡＢＣ経験者のみ
　最も濃い内容

※a,bの内容は同じ、日程違い ※A,B,Cの内容は同じ、日程違い

何がすごい？ネ
コクラブ

①１年間かけ
てステップアッ

プ

②他ではない
ワイルドな活動

③異年齢での
仲間づくりがで

きる

④自然の状況に
合わせた多彩な

変更

Topics

春のネコクラブ説明会
＆青空学童クラブ（日帰り）

ネコわくのイチオシ１年間の自然教室「ネコクラブ」を
ご検討の父母向けの説明会を２日間開催します。
同じ日には外遊びを楽しめる日帰り「青空学童クラブ」
を開催しますので、お子さんはそちらで外遊びも可能！

①４/１０ (日 )  

②４/１６ (土 )  

09:30-10:30 09:00-12:30

12:30-16:00

ネコクラブ
キャンプ

ネコクラブ
キャンプ

ネコわくを始めたい方
へ

ネコわくを始めたい方
へ

ネコクラブ説明会 青空学童クラブ
#１ 午前

11:00-12:00#２ 午前

13:30-14:30#３ 午後

15:00-16:00#４ 午後

●会場はネコ事務所
●各時間１０名程度（乳幼児除く）
●事前の予約必要（参加無料）
※どれか１枠を選ぶ形になります。

●午前or午後…4,500円／1名
　終　日    …8,500円／1名
●４才～中学生（初参加でもOK）
●野原での野遊び・弓矢遊び
　海辺への探検遊び
●事前の予約必要
※年度最初の保険登録1,450円が必要です。

午前の部

午後の部

ネコ事務所・吉の浦公園

申込は公式LINEから

３/21 ( 火･祝 )

麺家にらいの店長さんが教えて
くれる本格沖縄そばづくり！

ネコ事務所（中城村）

沖縄そばづくり
with
麺家にらい

兄妹で参加時は…各１０％引き

兄妹割引

初めてのご家族は…各１０％引き

はじめて割引

┗ネコクラブ会費を除く

すべてのプログラム

コロナ禍での参加へ
向けた心づもり

コロナ渦ではちょっとの体調不良でも心配に
なるもの。参加、受け入れ相互の安心を確保
するために悩んだときはお休みしましょう。

②悩んだときはお休みを

変わる感染状況に対応し、フィールドや内容
の変更、宿泊を日帰りに変更など、必要な変
更を行います。「変更があるかも」これが参加
の基本スタンスとしてご理解ください。

③急な変更があるときも

すべてのプログラム

移り変わる感染に関する最新
の知見、地域の状況に合わせ
て感染対策は適時更新します。
お申し込み前にWEBで最新版
をチェックしてください。

①ガイドラインは適時更新

最新の感染対策

参加前後で聞きたいこと、伝
えたいことができたら気軽に
LINEでご相談ください。

④不安な事は気軽にLINEで

ネコわく公式ＬＩＮＥ登録 

中学生も

親子参加

ネコクラブ修了式

Jr. Jr. Jr.



ＧＷ海遊び SUP冒険キャンプ

\36,900 \35,200

４/29 (金・祝) ～５/１ ( 日 )　

一般 クラブ

２泊３日

会場：ネコ事務所（中城村）

ゴールデンウィークの人気企画、３日間海遊
びを楽しむキャンプです。ライフジャケット
を着けて海遊びの基礎からはじめ、中城のき
れいな海をSUP（スタンドアップ・パドルボー
ド）に乗って遠くまで探検。魚釣りをしたり
海をを思いっきり楽しむ３日間。お弁当を
SUPに積んでの探検は迫力満点です！

うみあそ　　　　　　サップ　　  ぼうけん 

★人気企画
宿舎

★人気企画

ダンボール基地キャンプ

\22,500 \21,400

２/18 ( 土 ) ～ 19 ( 日 )　

一般 クラブ

１泊２日

会場：ネコ事務所（中城村）

大人気のダンボールを使った
基地作り。なんと準備するダ
ンボールは 600kg！もちろ
ん寝るのも食事も自分達で
作ったダンボール基地の中で
2 日間楽しみます。初キャン
プの子も楽しめる入門編。

基地
きち

入門編

対象：新小５～高
３

MFA応急処置
トレーニングキャンプ

\26,100 \24,800

３/11 ( 土 ) ～ 12 ( 日 )

一般 クラブ

１泊２日

会場：ネコ事務所（中城村）

子どもが受講できる応急処置
講習キャンプ。心肺蘇生から
止血法、AED の使い方まで、
日常生活とキャンプで役立つ
内容。国際基準の MEDIC First 
Aid   講師により大人と同じ正
式な資格認定を受けられる！

冒険
master

エムエフエー　おうきゅうしょち

MFA…MEDIC First Aid
※教材･認定費を含む

定員：12名

R

◎MEDIC First Aid はMEDIC First Aid International, lnc. の登録商標です。

宿舎

R

火おこし＆縄文人キャンプ

\25,500 \24,200

10/15 ( 土 ) ～ 16 ( 日 )

一般 クラブ

１泊２日

会場：国頭村（ネコ事務所・集合解散）

沖縄の縄文時代を遺跡の見学
を通して学び、マッチを使わ
ずに火をおこしたり、縄文時
代の料理法で料理をしたり、
弓矢を作って、狩りの練習
だ！縄文時代の文化を満喫す
るタイムスリップキャンプ！

テント
ひ　　　　　　　　　　 じょうもんじん

入門編

ひみつ基地を作ろう！

\22,500 \21,400

11/５( 土 ) ～６ ( 日 )

一般 クラブ

１泊２日

会場：ネコ事務所（中城村）

材木や草木を使って自分達だ
けのひみつ基地を作るキャン
プ！ロープ、ノコギリ、かな
づち、いろいろな道具を使っ
て２日間自由に物づくりに挑
戦できる。泊まるのはもちろ
ん自分で作ったひみつ基地！

基地
き　ち　　　　　つく

★人気企画 入門編

やんばる生きもの図鑑キャンプ

\25,500 \24,200

６/４ ( 土 ) ～５ ( 日 )

一般 クラブ

１泊２日

会場：国頭村（ネコ事務所・集合解散）

ゆうにーも絵を描いた「やん
ばる生きもの図鑑」の改訂を
記念してはじまった特別キャ
ンプ！２日間で３回の観察を
通して、やんばるの生きもの
を学び、図鑑作者からイラス
トを学び図鑑を作りに挑戦。

宿舎
い　　　　　　　  ずかん

図鑑がもらえる！ 入門編

夏のはじめてキャンプ

\22,500 \21,400

７/23 ( 土 ) ～ 24 ( 日 )　

一般 クラブ

１泊２日

会場：ネコ事務所（中城村）

夏初めのお泊まりが初めての
子むけのキャンプ。中城村を
拠点に、魚釣りから、海での
SUP 遊びまで楽しむ２日間。
キャンプらしく夕食はたき火
で作ったり、夜の海を探検し
たり盛りだくさん！

宿舎
なつ

入門編★人気企画

沖縄を知る！太古の化石発見キャンプ

\36,900 \35,200

１/７ ( 土 ) ～９ ( 月･祝 )

一般 クラブ

２泊３日

会場：ネコ事務所（中城村）・沖縄本島全域

太古の地層の宝庫「沖縄」。いろいろな時
代の地層が集まっている沖縄本島を３日間
かけて巡り、数十万年前から、数億年前ま
でのいろいろな岩や化石を探しに行こう。
自分の目で観察し、大地の動くダイナミク
スを肌で感じ、プレートや岩石など地球の
成り立ちを学び、沖縄の成り立ちを体感！

おきなわ　　       し　   　　　      　たいこ　　　   　　かせき　 　はっけん

★人気企画
宿舎

大空をめざせ！飛行機～キャンプ

\23,787 \22,373

12 月に予定

一般 クラブ

１泊２日

会場：ネコ事務所・那覇空港（ネコ事務所・集合解散）

大空をかっこよく飛ぶあの「飛行機」。１日目
は JTA の協力により本物の飛行機や機長さん
に会いに空港内の整備場へ！更に海上自衛隊
那覇航空基地の見学も！２日目は学んだこと
を活かし、競技用飛行機づくり、飛行大会に
挑戦。本物を感じ、自分で作り、飛行機の魅
力を存分に感じる２日間の特別キャンプです。

ひこうきおおぞら
宿舎

協力予定：JTA（日本トランスオーシャン航空）・海上自衛隊那覇航空基地未定

夏のやんばるキャンプ
　なつ

\26,500 \25,200

８/13 ( 土 ) ～ 14 ( 日 )

一般 クラブ

１泊２日

会場：国頭村（ネコ事務所・集合解散）

夏休みのやんばる２日間。川
遊び、夜の探検、森での生き
物探しを通してやんばるの大
自然を楽しむ２日間。宿舎泊
なので初めての子でも参加し
やすい。夜にはヤンバルクイ
ナにも会えるかも知れない！

入門編★人気企画

●各プログラムの詳細案内（行程・持ち物など）があります。ホームページからもダウンロードできます。　　●公式ブログ「ねこんちゅ通信」では前年の同キャンプの様子をご覧頂けます。参加前に内容確認、会場の様子、服装や持ち物の確認にご活用下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●料金は税込みです。

「他ではマネできない体験」をテーマにして、家庭や学校では

できない大自然を満喫し、昔ながらの知恵を身につける様々

なプログラムを開催。日帰りから１泊２日の入門編キャンプ、

たくましく成長する１週間の冒険学校など期間も多彩です。

自然教室
自然教室

プログラムごとに、各回のお申し込みで参加できる自然教室
日帰り、キャンプ、マスターコースなど、さまざまな体験があります

対象：年中～中高生、親子

●子ども達の体験を中心とした自然教室です。

●幅広い年齢層が一緒に参加できるプログラム。

●高学年（5年生～高校生）には、よりチャレンジ　
　精神満点の冒険プログラムを用意しています。

〔各回申し込み〕

日帰りプログラム
親子

★

\2,500 \2,000クラブ ◎一般父母：\2,500　
◎クラブ父母：\2,000

①６/８ (水 )     18:30-20:30

②６/３０(木 )      18:30-20:30
会場：那覇市末吉公園（現地集合解散）

今年も登場２２年目になるネコのホタル会。
幻想的な光を求めて森へ。沖縄のホタルの生
態と意外に知らないその不思議、そしてホタ
ルとつきあうためのマナーも学ぼう。

夕涼みホタル会
ゆうすず　　　　　　　　　　　　　　かい

★人気企画

一般

クラブ●料金表示　　　　…ネコクラブ会員の子、弟妹　　　　…通常の参加一般

冬
の
挑
戦
❄

❄❄

春
る
ん
る
ん

初
夏
の
一
歩

秋
あ
そ
び

ＧＷネコキッズキャンプ

\22,500 \21,400

５/３(火・祝) ～４(水・祝)

一般 クラブ

１泊２日

会場：ネコ事務所（中城村）

はじめてでも参加しやすい入
門編の１泊キャンプ。サンゴ
礁の海での生きもの探し、た
きびでの夕食作り、夜の海辺
へ探検、自分で作る釣りざお
で魚釣りと、ネコわくの面白
さがいっぱい詰まっている！

宿舎
ゴールデンウィーク

入門編

冬のほくほくキャンプ

\22,500 \21,400

12/24 ( 土 ) ～ 25 ( 日 )　

一般 クラブ

１泊２日

会場：ネコ事務所（中城村）

さむ～い冬は、温かくておい
しいアウトドア料理に挑戦し
よう。たき火でオーブンを
作ったり、ピザを焼いたり、
スコーンも手作りしちゃお
う！もちろんネコキャンプら
しく外遊びにも出かけます！

宿舎
ふゆ

入門編 対象：小５～高３

12/２９ ( 木 ) ～１/３ ( 火 ) ５泊６日

\78,700 \74,800一般 クラブ

会場：国頭村（ネコ事務所・集合解散）

必要なすべての道具を背負い、山道を歩いて旅をす
るバックパッキングは冒険度ナンバー１。東シナ海
側から山を越えて太平洋での初日の出を目指す年越
し山歩き。沖縄本島を自分の足だけで横断すること
に挑戦します！頼りは自分の足と仲間だけだ。自分
の限界へのチャレンジ。小学５年生から高校生まで
が参加できるネコわく随一の挑戦系キャンプ。

※1/3の解散時間は
　深夜12時頃の予定

初日の出  　バックパッキング
テント＋宿舎

冒険
master

はつ　ひ　　　　　で

夏
休
み
の
大
冒
険

一般

冬の星空キャンプ★★★

\28,600 \27,200

12/２ ( 金 ) ～４ ( 日 )

クラブ

２泊３日

会場：国頭村（ネコ事務所・集合解散）

宇宙を学び、体感する３日間。
ネコオリジナルの星座盤を手
作りしたり、JAXA の沖縄宇
宙通信所を見学したり、山の
上で大きな天体望遠鏡を使っ
て月のクレーターや色々な惑
星を眺めてみよう！

★ ★
★ ★

★

12/2 は夕方 18 時
からの集合です！

★ ★
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宿舎＋テント
ふゆ　　　　ほしぞら

★人気企画

プ 冒険 ●対象は、年中～小学生、中学生まで。親子参加企画もあります。
●冒険マスターコースのみ小学５年生～高校３年生。 宿舎

テント
…宿泊方法

…例年早めに定員締め切りとなる企画★人気企画

22.03

ロゲイニングに挑戦

\23,900 \22,700

２/25 ( 土 ) ～ 26 ( 日 )　

一般 クラブ

１泊２日

会場：ネコ事務所（中城村）

マスターコースの新たな挑戦。
地図を読みながらポイントを
まわり、２日間で数十キロ先
のゴールを目指す競技ロゲイ
ニング。軽装備でチームごと
に時間と距離を競う。バック
パックとはひと味違う挑戦だ！

宿舎
対象：小５～高３

冒険
master

2days Camp
★人気企画

６泊７日

\81,500 \77,400

３/２５(土 ) ～３１ ( 金 )　

一般 クラブ

宿泊：ネコ事務所（中城村）、遊びエリア：沖縄本島全域

自分で決める ! 春の７Days 冒険学校

春のガッツリ人気企画。「自分達で決める！」とい
う究極の長期キャンプ。春休みは７日間子ども達
に家出をさせましょう！毎日どんな冒険に出かけ
るかは、自分達ですべて決めていきます。７日間
あれば海、山、川、魚釣り、洞窟探検にキャンプ、
物づくりだってできます。冒険エリアは沖縄本島！
子ども達の意見で、本島北部まで遠出することも。

じぶん　　　　　き　　　　　　　　　はる　　　　　　　　　　　　　　　ぼうけんがっこうセブンデイズ
宿舎

軽石のふしぎキャンプ

\22,500 \21,400

３/18 ( 土 ) ～ 19 ( 日 )

一般 クラブ

１泊２日

会場：ネコ事務所（中城村）

軽石図鑑の作者であるゆう
にーが教える、きっと日本で
一番マニアックな軽石教室。
軽石や火山の基礎から学び、
観察、標本作り、マグマ作り、
軽石お菓子や軽石キーホル
ダー作りまで盛りだくさん！

宿舎
かるいし

図鑑がもらえる！ 入門編

小学５年生
  ～高校３年生

冒険マスター
コース

冒険
master

高学年限定のハイレ
ベル企画。冒険度合い
の高いキャンプ、より
深い学びを得られるキ
ャプ内容です。

このマークは…

【調整中】  日程・内容はWEBで告知

施設や団体での自然体験プログラム
MFA応急処置講習プログラム

ネコのわくわく自然教室は国際的な応急救護プログラム
「MEDIC First Aid 」のオフィシャル講習センターです。

【依頼例】
●保育園や学童の自然体験キャンプ、日帰り体験
　　   　　　　 　　（うるま市、中城村、那覇市、他）

●親子向けの海あそびイベント、森を学ぶ教室
　軽石の不思議を学ぶ講座（出張・オンライン）
　　　　   　　　　　　  （企業、保育園、小学校、他）

●児童デイサービスや保育職員の応急処置講習
　　　　   　　　　　　　（沖永良部島、沖縄市、他）

MFA Japan公認トレーニングセンター

プログラムを依頼する

会場：国頭村（ネコ事務所・集合解散）

宿舎

夏の森と海のわんぱく冒険学校

８/６  (土)～９ (火)
８/17  (水)～ 23 (火)

\52,500 \49,800一般 クラブ

\90,100 \85,600一般 クラブ

夏休みはとことんお家を離れて冒険に出か
けよう。やんばるの大自然を舞台に海、山、
川でのワイルドな遊びがつまった冒険学校。
入門編の４日間、ガッツリ体験の７日間の
２コースを選べます。大自然の中での冒険
での成長と共に、長期間一緒に過ごすこと
で得られる異年齢の仲間づくりが醍醐味。

●期間の異なる全２コース
なつ　　　   もり     　　　うみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼうけんがっこう

★人気企画

Ａコース
Ｂコース

３泊４日
６泊７日

\8,500 \8,000一般 クラブ ◎一般父母：\7,000　
◎クラブ父母：\6,500

２/２３ (木･祝 )     9:00-15:00
会場：ネコ事務所（中城村）

ニワトリ、命を食べる おすすめ
いのち　　　　た

親子参加限定

生きているニワトリを家族ごとに料理します。
“命” を食べるとは？この体験でその答えが変
わるかも知れません。年に一度のチキン料理
パーティーです。必ず親子参加となります。

★人気企画

対象：４才～
小学生、中学

生、高校生

100%外遊び

単発参加ができる

青空学童クラブ

9:00-16:00　　ネコ事務所・吉の浦海岸（中城村）

（４歳～高校生）\8,500/日一般 \8,000/日クラブ

コロナ休校期間にはじまった「日帰り外遊び教室」を今年
も不定期開催します。中城村にあるネコわく事務所を拠点
に、丸一日１００％外遊びがテーマ。体を動かす野遊び、
海遊び、魚釣りまで、ネコわくだからこそできるとことん
野外体験。幼児から子どもだけで参加できる日帰り教室。

開催予定日

4/10･日…野遊び・弓矢
4/16･土…野遊び・弓矢
4/23･土…SUP 遊び
4/24･日…魚釣り
6/23･祝…軽石講座
7/26 ～ 8/2…毎日開催

※日程は変更・追加あり
　WEBで確認してください。

宿舎

ゆうにーが描く自然図鑑

2021年に大量漂着した海底火山「福
徳岡ノ場」からの軽石漂着をテーマに
火山の不思議、軽石の石としての魅力
を伝える日本で唯一の軽石の図鑑。

発行◇2021年・ネコのわくわく自然教室
著絵◇丸谷 由（ゆうにー）

国立公園である沖縄本島北部「やん
ばる」の森に棲息する動物137種類、
植物61種類をイラストで紹介する図
鑑。沖縄の森を知るのにお勧めの本。

発行◇2004年・やんばる自然体験活動協議会
著絵◇丸谷 由（ゆうにー）、渡久地豊、他

軽石のふしぎ図鑑

やんばるの生きもの図鑑

ネコわく公式のオンラインショップ「NECO KIDS SHOP」で購入可能



●新型コロナへの特別対応（変更に注意）
新型コロナへの対応を行っています。参加時の条件、

キャンセル規定など下記案内でご確認ください。

●参加への準備・持ち物
プログラムをお申し込み頂いた方へは、詳しい持ち

物や事前の準備、プログラムの詳細についての資料

をお送りいたします。野外活動では持ち物、事前準備

が重要になります。内容をしっかりとご確認下さい。

●キャンセル規定
お客様のご都合により、キャンセルとなった場合は、

キャンセル料が発生しますので予めご注意下さい。

・20～8日前…参加費の20%    ・7日前～3日前…30％

・2日前以降…参加費の50％    ・当日…100％

●悪天候時による中止
悪天候により中止・延期となる場合は、前日もしくは

集合時刻の２時間前までにLINEにて連絡いたしま

す。中止の場合は、参加料はいただきません。

●活動内容・会場・時間の変更
安全を基本とした自然の中でのプログラムとなるた

め、子どもの様子、進行状況や天候等によって、予定

の活動や会場、時間を変更する場合があります。

参加に際しては、万一の事故に備えて、子ども、父母

に関わらず「傷害保険」への加入を必要とさせてい

ただきます。お子さん（中学生以下）は１年度間の

保険、大人の方は各回ごとの保険加入となります。

ネコのわくわく自然教室では、次の５事項を最も大切な「教育方針」として掲げています。

自然教室の様子は、以下の公式ウェブサイトで写真満載のレポートや動画にてご覧頂けます。
参加前にプログラムの内容を確認、キャンプ中のお子さんの様子確認などにご利用下さい。

プログラムの様子を知るために

安全管理について

仲間と一緒に活動し、楽しさや苦労、感動を共有することが心を大きくする。
┗空間や時間を共にし、多様な感性とふれあう。たくさんの人との関わりの中で育てたい。

汚れたり、濡れたり、泥がついたり、細かいことは気にせずに体を使って遊ぼう。
┗自然の中ではおもいきり動くのが当たり前、服や体の汚れは笑顔でほめてあげたい。

荷物を持つ、着替える、物をとる、小さい子でも自分のことは、まずは自分で。
┗自分に必要なことは、自分でするのが大切。それを出来るまで一緒に見守るのが大人の役割。

年齢や学年、性別で出来ることに差はあっても、挑戦できることに差はない。
┗無理だろうとやる前に判断するのではなく、出来る人を見ながらまずは何でも挑戦させたい。

ちょっと冒険、苦労して出来たこと、失敗したこと、泣いても頑張ったことが力になる。
┗自然教室は楽しいが基本！でも冒険や苦労、失敗をしたり、涙をながす様な挑戦も成長には必要。

３

４

５

教育方針・プログラムの様子

１

２

保険について その他の注意事項

※

１，４５０円／年度

５０円／回日帰り

４００円／回1泊2日

●子どもの保険は「スポーツ安全保険」（財団法人スポーツ安全協会）
●詳細はホームページから　　http://www.sportsanzen.org

●子どもとは別の保険となります。
●詳細は別途資料をご確認下さい。

子ども（中学生以下）

大人（高校生以上）

2,100万円　3,150万円　5,000円/日　2,000円/日　5.05億円/事故
※身体･財物賠償合算 1 事故 5.05 億円、ただし身体賠償は 1 人 1.05 億円

死　亡　    後遺障害　    入　院　        通　院　　賠償責任

●補償期間は加入日（年度初回参加時）から次の３月末日まで

お支払いは年に１度（子ども）

国際自然大学校グループ（NOTS） http://www.nots .gr . jp/

ネコのわくわく自然教室は、2000年に沖縄で生まれ、中城村を拠点に活動を続けていま
す。2010年度からは、全国に拠点をもつ「国際自然大学校グループ」に加わり連携を進め
ています。幅広い連携により、活動内容の幅や安全性高めていきたいと思います。

〒901-2406 沖縄県中頭郡中城村当間822-1 （ネコ事務所）

i n f o @ n e c o - h p . c om

（TEL /  FAX）

公式ホームページ「ネコのわくわく自然教室」で検索 ！

h t t p : / / www . n e c o - h p . c omh t t p : / / www . n e c o - h p . c om

098 -895 -6404

●記載内容及び料金は 2022 年 4 月現在のものです。　          ●表記の料金は税込みです。 　　　●本紙に掲載されている写真・イラスト・文章の無断転載を禁じます。

2022 ネコのわくわく自然教室  Al l  r ights  reserved.   　●MEDIC First Aid の名称とロゴマークはMEDIC First Aid International, Inc. の登録商標です。
22.03A

C

一般社団法人  ネコのわくわく自然教室 　ネコのわくわく自然教室は2000年
より沖縄における幼児から青少年の
野外教育・体験プログラムの実施と
普及を進める民間団体として活動し
てきました。野外教育プログラムを
中心に家庭や学校、地域では体験で
きない子ども達の体験の場をつくり
続けて、今年で22年目を迎えます。
　2010年度よりNPO法人として運営
し、2022年度からは「一般社団法人
ネコのわくわく自然教室」とし、沖縄
の子ども達のためにさらに活動の幅
を広げていきたいと考えています。

今年ネコは
２２年目を
迎えました！

2222thth
anniversary

since 2000

22th
anniversary

since2000

集合解散場所について
プログラムの基本的な集合解散場所は、
中城村にある「ネコ事務所」となります。
駐車スペースもあります。一部プログラ
ムは現地会場での集合解散となります。
プログラムごとの表記にご注意下さい。

職員、ボランティアは野外での安全管理と応急処置技能の向上に努

力するとともに、緊急事態等へ備える各種マニュアルの整備、救急用

具、AED、緊急車両、連絡体制を整えています。また参加者へも、水辺

や山林など活動環境に合わせた装備や服装の指定をしています。

●応急救護トレーニング
職員、ボランティアスタッフは、

年間を通して定期的に安全管

理、事故対策の勉強会に参加し

スキルアップを図るとともに、乳

幼児の応急救護に対応した

MEDIC First Aid  （MFA）による国際基準の応急処置トレーニングの

チャイルドケアプラス   を受講しています。   詳しくは「MFA」で検索

●ネコのわくわく自然教室はMFA公認トレーニング・センターです
MEDIC First Aid Japanより、国際ガイドラインに沿った応急救護

の講習会を開催するトレーニング・センターとして公認されてい

ます。乳児から小児、成人のためのCPR（心肺蘇生法）、AED（自動

体外式除細動）、その他の応急手当の講習会を開催しています。

すべてのプロ
グラムの様子
を写真と共にレ
ポートします。

キャンプの内容
を楽しいショー
トムービーで紹
介しています。

最新の情報や
ブログの更新
通知を受けるこ
とができます。

全プログラムで
現場から子ども
達の様子を動
画配信します。

R

TM

ねこんちゅ通信（ブログ） YouTubeYouTube（ビデオ） facebookfacebook（通知） InstagramInstagram（様子）

ネコ事務所（中城村当間822-1）
沖縄市方面

西原方面

329

琉大方面

北中IC方面

３５ 吉の浦公園

麺家にらい

吉の浦会館

セブンイレブン

ガソリンスタンド 吉の浦保育所
ファミリーマート

発電所タンク

安里

沖縄ホーメル

奥間

中城村役場

くわっちぃやー
図書館

電話・公式LINEからお申し込みください。１

参加要項・詳細資料の送付（郵送・LINE）
内容をご覧頂き参加への準備を進めてください。

お支払い方法

２

３

お申し込み手続き

日帰り

宿  泊

当日の現金払い
事前の銀行振り込み

琉球銀行  坂田支店
（普通）１４６６９６
「ネコのわくわく自然教室」

時間帯を気にせずに問い
合わせをできる公式LINE
が便利です。 ５日前まで受付

参加日から数えて

スマホのカメラで登録

感染症専門医のアドバイスのもと感染・
衛生管理対策を定めています。変化する
新型コロナの状況に合わせ適時更新して
いますので最新版をご確認ください。

参加に向けた案内
参加時の注意事項から持ち物等
の詳細を案内しています。
参加前に必ずご覧下さい。

公式オンライン・ショップ
ネコわくの公式ショップ  NECO KIDS SHOPでは
オリジナルの書籍やグッズ、教材を販売しています。

軽石のふ
しぎ図鑑

の著者

ゆうにー
による講

座

22th
anniversary

since 2000




