


８／３（火） 

 集合 ～ 移動 ～ 現地着 ～ サイト準備    

  行きの新幹線にて昼食をとりました。長野駅で先発した佐藤先生と合流して一安心。 

  現地に着いてまずは自分の荷物を受け取りサイトの準備。 

  

 

 

 

 

 

 サイトの準備 

  先発してブルーシートで屋根を張ったり 

  テーブルにガス台を設置します。一人で 

  ロープを持ち行ったり来たりしての作業。 

  一日がかりで佐藤先生が頑張りました。 

  いつかは参加者の中から手伝ってくれる子が来てくれるのを期待しています。 

 

                      バンガローを掃除して自分の荷物を 

                      運び生活準備です。上に寝るのは誰？ 

 

                      なべや食器を洗ってランタン(灯り)や 

                      懐中電灯の必需品も準備します。 

 

                      水を汲んでくるのも大切な仕事です。 

                      上手に水を運ぶのは大変な作業です。 

                      台車にタンクを結ぶのは難しかった！   

 

 夕飯はパラパラチャーハン  

  牛乳パックにご飯と卵を入れてシェイクし、卵をご飯に絡める。それを炒めれば 

  簡単にパラパラチャーハンが作れる。でも、そのシェイクがとてもきつかった！ 

 

 

 

 

  

                     雨の中の夕食でしたが食事後には止み 

                     ホタルを見に出かけました。     

 

 

 

パラパラチャーハンの  と思ったら突然の 

     完成で～す！  豪雨と雷に唖然！  ホタルも手にでき 

                      明日は晴れるといいね。 

 戸隠特有の雷と豪雨に出会えてラッキー！    おやすみなさい。 



 起床 ～ 朝食    

  昨日の雨が一転して素晴らしい朝を迎えました。戸隠らしいすがすがしい青空！ 

  子どもたちは日の出とともに起きだして活動開始。バンガローの周りで何をする 

  わけではないのですが、何かしら見つけて遊んでいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  朝食はうどん。醤油味で豚肉とごぼうを入れて甘辛な味が好評で完食！ 

 

 

 

 

 

  物干し場を作って洗濯バサミをつけていたら、イタズラが始まってしまった。 

 

 

 

 

 

 食材の調達に出発！ 

  樅の木山荘では自家菜園でお米から野菜まで色々と栽培している。そこで食材の 

  調達をする。畑では何ができているだろうか？                             

                              続いて糖分補給で 

                              ブルーベリーを 

                                 手摘みでパクリ！ 

                                   食べ放題だ～！ 

 

           手始めにジャカイモ             勿論、無農薬。 

            ヤッタ～…豊作だ。              食べ過ぎるなよ。 

 

           他にも、なす・丸なす・キュウリ・オクラ 

           ズッキーニ・トマトなどたくさんあった。 

 

  まだ熟していないので足りない物は直売場で買い入れることに。 

  みんなの元気のいい挨拶できゅうり５０本とスイカをサービスでゲット。Lucky!! 

  しかし５０本ものキュウリ、どうやって食べるんだ (^_^;) ?? 

  ８／４（水）① 



８／４（水）② 

 待望の川遊び（第１段）    

  何と言っても川遊びが大好きな子どもたち。畑には川用の靴で行ったので泥落としも 

  兼ねて川へ直行。”入っていいよ”の一声に大歓声とともに散って行っちゃった (^_^;) 

 

 

  

 

 

  先程直売場でもらった 

  スイカを食べたらまた 

  川遊び開始。高学年は 

  魚つかみに没頭した。 

  「もう昼飯にするから 

  帰る」にもやや不満顔。  

 

 昼食は？ 焼きそばだ～！ 

  昼食は焼きそば！みほ& 

  河野のコンビで料理。 

  美味しくておかわり～！ 

 

 

 

 

 

 

 工作で船をつくろう！ 

  工作の材料は木材のコッパが１箱。いろいろな形がある。それを組み合わせて船を 

  作ることにした。接着剤は乾くまでに時間がかかるので輪ゴムでとめる。 

                                 そこが難しい！  

 

                               高学年に手伝って 

                               もらってそれぞれ 

                               個性的な船が完成！ 

 

 

 

 

 

 

 

                     バンガローのすぐ横にも小川が流れている。                               

                        いいキャンプ場でしょ～！ 



  ８／４（水）③ 
カレー作りのシェフはミッチー！ 

 代表で高学年が調理を担当する。 野菜を 

 洗う、皮を剥く、刻む、をみんなが分担で 

 作業した。さあ、旨いカレーをつくるぞ。 

  

 

 

 

 

 

 

                     カレーの味にうるさい佐藤先生からも 

                     合格点がでた。朝に掘ってきたジャガ  

                     イモもホクホクしてうまかったよ～！ 

 

 

 

 

 

 

マッチで火おこし！ 

 夕食後に活動は 

    まだまだ続く。 

 

 ダンボールを細かく 

 裂いて…何するんだ？ 

 

        マッチの擦り方から 

        火の移し方をやった。 

 

        マッチを折らずに 

          擦るのは難しい。 

 

        マッチの角度と紙に 

        火を移す時にコツが 

        ある。やった点いた！ 

 

テントで寝るよ！ 

 テント希望者がテント泊。 

 実はミホ先生も初の体験 

 で内心ドキドキでした。 

 

 とにかく長い一日でしたね。もうヘトヘトです((*_*)) おやすみなさ～ぃ… 



 起床 ～ 朝食 

  朝日を浴びて気持ちいい朝だ！早く船を浮かべてみたく話がはずむ。 

  朝食はサンドイッチ・ココア・野菜。 

 

 

 

 

 

             トマトが苦手な２人だが 

      みじん切りで砂糖をかけ  

        食べてみた。

         (-_-;) 

       まずは口に 

              入れないとね 

 川遊び（第２段）    

  今年は水温がとても高く最高に気持ちいい！いつもなら冷たくて震えてしまうのに。 

 

 

 

 

 

  恒例の「水掛けっこ」が始まる！大騒ぎで周囲の人が引いてしまう。ゴメンナサイ。 

 

 

 

 

 

  自作の船で競争もした。途中でゴムが外れて分解してしまう船もあった。 

   

 

 

  

 

                         高学年は魚つかみに没頭していた。 

                         魚もサンショウウオも捕まえた↑   

 昼食は河原でおむすび！ 

                        船競争の優勝者には 

                   王冠のキュウリ！ 

 

 

 

                          クマザサにのせ 

                          いい感じでしょ。 

８／５（木）① 



  ８／５（木）② 
                 川遊びを終えて温泉へ！ 

                  川から温泉まで車で移動。残念ながら写真が 

                  ありません。男女に分かれて気持ち良かった！ 

                  ３０人位が入れる湯船は大きな窓の横にある。 

                  さながら露天風呂という感じです。   

                    

                 温泉から戻るとおやつが！ 

             朝食のサンドイッチでパンのみみをよけておいて 

               油であげて砂糖もまぶしてドーナッツの完成で～す！  

 

                    キャンプに来てから甘いものを口にして 

                    いなかったから美味しさも１００倍。  

 

 はい、順番に並んで。 

    一人２本だよ。 

   

 もっと食べる人は 

   また後に並んで。 

 

 その列が途切れる前に 

 ドーナッツがなくなり 

 ました。よく食べた。 

    

夕食前のひと遊び ～ キャンプファイヤー準備 ～ 夕食 

             夕食前に広場でひと遊び。山が夕日に照らされてきれいだ。 

 

 

 

 

 

                             軍手をもって来て、 

                             何するんだ？投げて 

                             みると結構面白い。 

                             何でも道具にしてし 

                             まうのが遊びなんだ。 

夕食 ～ キャンプファイヤー 

 夕食はナポリタンに野菜。   キャンプファイヤー開始！と同時に雨が降り出し    

 お子ちゃま風で美味しい。   結局、タープテントの下でやることになった。 

                それもまた、印象深い思い出になるかもね。   



 起床 ～ 朝食 ～ 撤収 

  ３泊を終えて、すっかり仲の良い仲間になっている。 

  朝食はコーンフレークとナポリタン。撤収作業があるので簡単な食事だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハイキング ～ 森のレストラン パイプのけむり ～ 樅の木山荘    

  撤収作業はみちよ＆みほコンビに任せてハイキングに出発だ。全コースで６キロの 

  道のりを小さい子が歩けるか心配だ。ゆっくりペースで森の中を散策。 

 

 

 

 

  途中で大なめくじを発見↓  森の中は風が涼しい。 

 

 

 

 

  戸隠神社奥社にある随神門。杉並木は圧巻だ。 そして無事にパイプのけむりへ到着。  

 

 

 

 

  昼食はビーフシチューにクロワッサン！ 

                                久々の室内での食事で気分も和らぐ。 

                     朝が粗食だったのでお腹がペコペコだ。 

 

 

 

              みんな 

               口の大きさが 

                 ちがうよ。 

８／６（金）① 



樅の木山荘に到着！ 

 パイプのけむりから歩いて樅の木山荘へ到着。大きな囲炉裏があるんだよ。 

 遊ぶ前にお昼寝タイム。みんなにお布団の気持ちよさを感じて欲しいんだ。 

 

 

 

 

 

 

靴飛ばし大会＆いろはにコンペイト！ 

 樅の木の庭は芝生でリゾート気分です。 

 キャンプ場のワイルドさからは天国のよう。 

 

 

                     まずは、靴飛ばし大会。意外に難しい。 

                     勢いをつけ過ぎひっくり返って大笑い。 

                     優勝者はみんなで胴上げです！    

  

  

 

 

 

 

入浴 ～ 夕食 

 風呂に入ってさっぱり。 

 それぞれに囲炉裏の 

 近くでくつろいでいる。 

 すっかり仲良しに。 

                               夕食は前菜から始まる。 

                               お部屋の中での食事は  

                               安心して食べられる。 

                               ワイワイ楽しい食事。 

 

ゲーム大会 ～ デザート ～ 就寝 

 ゲーム大会は大盛況。 

 キャンプ生活からの 

 開放感なのかもね。 

 

 

            寝る時には→ → →      

            夜中にはアラアラ！    

                           キャンプファイヤー開始！  

 デザートはアイスで   みんなお疲れ様。           

    フルコースです。   明日はもう帰るんだよ。 

  ８／６（金）② 



 起床 ～ 朝食 ～ 荷物整理 

  あんなに疲れていたはずなのに 

  みんな早起き。朝食まで仲間と 

  ワイワイ楽しそう。 

                      朝食はパン・スープ・ハムエッグetc． 

                              どのテーブルも話に花が咲き 

                              笑い声がいっぱいです。 
 

                              窓は外の景色が見えて絵の様だ。 
  
 

  男の子の荷物整理が一番大変。 

  とにかく全部出してもう一度 

  初めからの方が手っ取り早い。 

  じゃがいものお土産も入れて 

  荷造り完了！ 

                           いよいよ戸隠を出発する時がせまる。 
                            

                           そば屋の山口屋さんまでハイキングを 

                           しながら向かう。いい風が吹いていた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  樅の木のマー君やシーちゃんにはお世話になりました。 
   

 昼食 ～ お土産買い ～ 帰路    

                          

 

 

 

 

 

 

 

                             

            おそばを食べてお土産買い。  デカタク・新幹線…と乗りつぎ解散地へ。  

  みんな家族のことを思って色々と考えていたようだ。 新幹線で軽食用のおにぎりをパクリ！     

  誰かのためにお土産を買う体験もみんなの心に残る  ほんの少し前にそばを食べたのになぁ。  

  ことでしょう。                  そして、家族の元へ到着。 

  

８／７（土）① 



                       キャンプにはいろいろな                                              キャンプがある                                         暗い きたない 不便 と                                          いろいろなことがある                                              そこを何とかできると                                              うれしいもんだ    

     キャンプで自然にふれることができた         野菜を採った 川で遊んだ 魚も捕まえた 雨もふった 雷も鳴った       キャンプで友だちと遊んだ         おもしろかった くやしかった さびしい思いもした      やっぱりお家はいいなぁと思った         みんなが戸隠にきている間 お家の人もみんなのことを思っていた      キャンプにきて みんなはその分 強くなった                               だから また キャンプにいこう                                                                  2010 夏                                                                      さとうこうき                                     




