
そらち⾃���
アクティビティ�

北��沼⽥�

NPO��5HAN 5H Action Network



そらち⾃���について

アクティビティ⼀�・��時期

アクティビティ��

 �年プログラム

 �プログラム

 夏プログラム

 秋プログラム

 �プログラム

スタッフ��

お問い�わせ

そらち⾃���

アクティビティ�

NPO��ごはん 5H Action Network



沼⽥�ほろしん地�は⽯�平野の�北�に��する⼤⾃�が�りなす�の回�にほ

たるが⽣�する「ほたるの⾥」や奇�の�と�えられている「ほろしん温�」、

9000万年前の地�がそのままに�る「���⼑別川流域」など恵まれた⾃���
や��的�価の�い�⽯��を体�できる「�⽯体��」など�々な��が��さ

れています。

その良�な⾃�や��をそのままに、地域��を活かして、地域ブランドの�成や

情�発�を担う�⼝��、コーディネート��を有し、あらゆる�代の��や地域

�の�々が�い、�び�う�流�在�点が「そらち⾃���」です。

活動の�点となる「ほろしんの�」では�づくりを中�として��と�かな⾃�体

�事業を�じながら�々な�や��、地域や団体、�業などの�流が⽣まれ、「�

しい価�」や「イノベーション」を��していく「ノマドヴィレッジ」を⽬指して

います。

そらち⾃���について
ABOUT SORACHI NATURE SCHOOL
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�年プログラム

�⽉イベント的に��して

いる�児とその保�者向け

のプログラムです。⾃�の

中で�び、�々なものに�

れることで�かな�と体を

�みます

��時間�２時間

�のようちえん

�⽉イベント的に��して

いる⼩�⽣向けのプログラ

ムです。ほろしんの�をベ

ースにしながら沼⽥�の⾃

�を�びながら�びます。

��時間�５時間

��レンジャー

ほろしんの�で��してい

る�の⽑を活⽤したクラフ

トです。コースターやサウ

ナハットなど�々作れま

す。

��時間�30�〜

�⽑クラフト



�年プログラム

ほろしんの�とその周�の

⾃�にご�内します。��

の��を�しみながら⼀�

に�きましょう。

��時間�30�〜

ネイチャーガイド

ウォーク
�に落ちている枯れ⽊や�

の�を�やして�き�をし

ましょう。�味しいものを

�べつつ、�やした�の�

は�に�すことで⼟�の�

���を促します。

��時間�30�〜

�き�

�は��、それ��でも�待

ちの「ゆきまちサウナ」で

す。�はもちろん�い�の中

でサウナを。�がなくても�

�⾵呂ができるのは��地帯

の沼⽥�ならでは。

��時間�１時間〜

ゆきまちサウナ



�年プログラム

⽇々のストレス�消をしつ

つ、�の活動のお⼿�いを

お願いします。�やキンド

リングクラッカー。��く

んなど�々な��を�使し

て��に�しく��りしま

しょう。

��時間�３０�〜

��り

⾃�の中で�ごすことを助

けてくれるのが「ネイチャ

ーバトラー」です。�々な

プログラムの提供や�き�

での�理など、幅�く⾃�

のことをサポートします。

��時間�１時間〜

ネイチャーバトラー

�から�た材料で⾃�の�

の回りのものを作ってみま

しょう。スプーンや�など

のかんたんなものからカッ

プやサウナラドルなどの�

しいものまでお⼿�いしま

す。

��時間�３０�〜

⽊⼯クラフト



�プログラム

�年５⽉に�がほろしんの

�にやってきます。��に

必�なのは⽑刈りです。暑

い夏を�える前に⽑を刈っ

て�ごしやすくしてあげま

す。

��時間�３時間〜

�の⽑刈り

沼⽥�内を流れる「⾬�

川」でラフティングを。基

�的には穏やかなので��

者の�でも�しめます。�

と秋��のアクティビティ

です。

��時間�３時間

ラフティング

沼⽥�内を流れる「⾬�

川」でSUPを�しみましょ
う。川は流れがあるので、

何があってもゴールにたど

り�けます。

��時間�３時間

SUP

ほろしんの�の周りの⾃�

��には�菜がたくさんあ

ります。⾃�のことも�え

ながら�の恵みを�しいた

だきに⾏きましょう。

��時間�３時間

�菜採り



夏プログラム

ほろしんの�の�くの川で

は「川�⽼」がたくさん�

れる場�があります。川�

⽼を�って来て�味しくい

ただきましょう�

��時間�１時間〜

川�⽼�り

⼩�⽣�上向けの�泊体�

プログラムです。�の暮ら

しを�しみながら�⽇を�

ごします。��とは�う�

�での⽣活が�かな�ども

を�みます。

��期間�１⽇〜

サマースクール

ほろしんの�には⾺や�が

います。�林��に⼀�買

ってくれている動物たちと

�れ�うことが�来ます。

��時間�１時間〜

動物とのふれあい



夏プログラム

沼⽥�内の⽥んぼでお⽶づ

くりを⼀からやっていま

す。⽥�こしや代掻きは⾺

の⼒を�りながら。�くの

�と��な��が�わる�

流プログラムです。

��時間�６時間〜

⽶プログラム

ほろしんの�で��してい

る「⾥���」について�

の�内�が�しくレクチャ

ーしてくれます。

��時間�３０�〜

⾥���ガイド

�で��暮らしている�に

よるほろしんの�レクチャ

ーです。�がどうやって�

来たのか、�はどう開拓し

ているのかなど、ほろしん

の�を�しく�えてくれま

す。

��時間�３０�〜

��き

ほたる���では⾃�⾞の

貸し�しも��していま

す。周�の��や沼⽥�内

をサイクリングで�しみま

しょう。

��時間�１時間〜

レンタサイクル



秋プログラム

秋になると�し⼤きくなっ

た動物に�うことが�来ま

す。⾺は⽑が⽣え�わり�

めるので、�れた��が�

わってきます。

��時間�３０�〜

動物とのふれあい

秋は��の時期です。⾃�

たちで�てたお⽶を��

し、�味しくいただきまし

ょう�

��時間�６時間〜

⽶プログラム

秋は�を屠�に�す��で

す。�の肥�やなぜ�を�

べるのか、�のありがたさ

を�じることが�来ます。

��時間�３０�〜

⾥���ガイド

�葉が�んできた秋は��

きが�しい��です。�と

りどりの葉や�の�度をす

る⽊を⾒て��の�り�わ

りを�じる事ができます。

��時間�３０�〜

��き



秋プログラム

�葉がきれいなほろしん地�

を⾃�⾞で⾛ってみません

か�⾃�⾞で��⾛ると「ホ

ロピリ湖」があり、��を�

しむことが�来ます。

��時間�１時間〜

レンタサイクル

秋はきのこの��です。地

域にいるきのこに�しい�

�を⼀�にきのこ採りにで

かけませんか��味しいキ

ノコがある場�や��の場

�も�えてもらえるかも。

��時間�３時間〜

キノコ採り

�葉を⾒ながら川をSUPで
のんびり下りましょう。秋

になると⽥んぼから�がな

くなり、川に�が�ってき

ますので快�に川下りを�

しめます。

��時間�３時間〜

SUP

秋の�葉を�しみながらラ

フティングをしましょう。

川の周りには�葉だけでは

なく、地�も⾒ることがで

きるので、�知地�の歴史

も�べます。

��時間�３時間〜

ラフティング



�プログラム

�年３⽉からイタヤカエ

デ、４⽉ごろから⽩樺の樹

�が採�できるようになり

ます。メープルシロップを

作ったり、⽩樺樹�コーヒ

ーを�しみましょう�

��時間�１時間〜

樹�採�

ほろしんの�は沼⽥�の中

でも�が�い地域です。�

だからこそ⾏ける�の�地

にスノーシューを履いてで

かけましょう�

��時間�１時間〜

スノーシュー

⼩�⽣�上を��とした�

の�泊体�事業です。��

地帯の沼⽥�だからこそで

きる�⼒の��びを�しみ

ましょう。

��期間�１⽇〜

ウィンターキャンプ

�には２m�上の�が�り
積もる沼⽥�で�洞やイグ

ルーを作って�を�しみま

しょう。そのまま�のサウ

ナのととのい��にもなり

ます。

��時間�３時間〜

�洞・イグルー

づくり



そらち⾃���
スタッフ��

OUR STAFF

NPO��ごはん 事�局
沼⽥�地域おこし協⼒�

⼤ ⽵  � �

沼⽥�地域おこし協⼒�

� 橋  � 久

沼⽥�地域おこし協⼒�

笠 ⽥  ⼤ �
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そらち⾃���SNS

「沼⽥�まるごと⾃�体�プロジェクト」

で⽇々の��やイベントの��を配�中�

FACEBOOK

「numatashizen」
で⽇々の�の��を配�しています�

INSTAGRAM
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お問い�わせ
HOW TO REACH US

078-2225
北��⾬�郡沼⽥���

ほたる���

活動�点

info@sorachi-nature.com

メールアドレス

070-1139-6320

電���


