長野駅では盛り上がってきたのでしょう、すっかりハイテンションでした。
ワゴン車タクシーと佐藤先生の車に分乗してキャンプ場に到着です。

８／６（火）

相武台前と長後に集合してロマンスカー・新幹線と
乗り継いで長野に到着。ワゴン車のタクシーで現地着。
ワクワクのキャンプのスタートです。

8：30

大きなタープテントの下にはテーブルとイス。多少の雨でも活動できます。↑
↓備品の整理ができたら夕飯づくり。初日は焼きそばです。麺をほぐしたり
野菜を切って先生が炒めて完成。デザートにはメロンです！

が星な 落明い
無がい暗ちるま夕
事よでくるいす食
に～、なとう。後
終く目っ途ち夜の
了見をた端にはひ
。え凝らにで足と
明、らキ寒き元時
日驚しャくるがを
かくてンなこ暗過
らほ歩プるとくご
のどき場のはなし
活のま内でやるて
動星すを長っの就
もの。ナ袖てで寝
楽数ちイ長お炊前
しにょトズく事の
み圧うハボ方場歯
で倒どインがまブ
すさ新クに安でラ
。れ月。着心行シ
まで明替でくも
すしりえすもし
。たはま。のて
初か持す日大し
日らた。が変ま
。

集合

11：00

新幹線内でお弁当

13：00

キャンプ場着

14：00

サイトの準備 ～ 夕食準備

17：00

夕食 ～ 片付け
（焼きそば）

19：00

ナイトハイク

21：00

就寝

片洗 たしる「調応 洗し初そ小キ
付い焼らょこ見理じ夕い早日れ物ャ事
け物きしうもてはて飯物目はがをン前
ででそて。あい大切はがで勝でバプ準
すすばつ野りるきる焼大す手きン備備
。。もま菜まのな物き変。がたガ品で
濯洗美みをすもガをそに明わらロのき
ぐ剤味食炒。おス調ばなるか、ー準た
人をしいめき仕台整。りいら初に備タ
は使くしてっ事と。子まうな参運開ー
手ういていと」鉄切どすちい加ん始プ
が人たみる将と板っも。にこのででテ
冷、だるの来指でたた 食と子、すン
た濯き。をそ導や野ち べもを自。ト
くぐまこちれをる菜は 終多連分ラの
て人しれょが受ので野 わいれのイも
一、たがっ役けで焼菜 らのて荷トと
番運。結と立な先き切 なでキ物・で
大ぶ最構よつく生そり い夕ャも寝改
変人後美けこてのばで と食ン開袋め
でには味てとも仕づす 暗のプい・て
し分みし、が見事く。 く準場てそ自
たかんい醤あてでり年 な備の確の己
。れな。油る覚す開齢 っも案認他紹
てで をでえ。始に て少内。の介
。
。
。

夜はだいぶ冷えましたが子どもたちは元気です。早い子は５時半頃から起きだしていました。
畑ではジャガイモ掘りやブルーベリーを直接摘んで食べ放題です。

８／７（水）

一晩寝ると体も馴染みます。畑まで10kmほどを車で移動。
何が採れるかな？自分で採った食材でカレーをつくるぞ！
川遊びも温泉も楽しみがいっぱいだ。
5：30

早い子はもう起床

6：30

朝食準備

7：30

朝食 ～ 朝食片付け
（サンドイッチ）

9：00

畑へ出発

～

食材調達

11：00

川遊び

12：30

着替え

13：30

昼食 ～ 片付け
（チャーハン）

15：00

温泉

16：30

夕食準備

18：00

夕食 ～ 片付け
（カレー）

19：30

火おこしの練習

21：30

就寝

～ 昼食準備

る水コ と数こ 切 子りで
のでン畑なもと朝れ朝のまき年
ですデのり少で食ま食優する齢
すがィ労になジ後すはし。子差
か「シ作直くャ、。サさそにが
らつョが売小ガ畑食ンもの合あ
、めン終場さイにべド育スわる
子たでわがめモ行易イてタせと
ど～しっあでのっいッまイて全
も」たてるし生て大チすルい体
のと。待のた育食き。。がくの
エ言そ望で。が材さ糸 待よ活
ネいれのそそよのにを っう動
ルなで川このく調切使 たにで
ギがも遊で他な達るう り低は
ーら大び調のく。のと 手学時
はも人！達足、今も意 伝年間
大全に天でり一年や外 っでが
し身は気すな株はっな たもか
たをとも。いに梅てほ り幼か
も浸て良 野つ雨みど す児り
のかもく 菜くがまき るでま
でっ冷絶 はイずしれ 年もす
すてた好 畑モれたい 上頑か
。いいの ののた。に の張ら

←ブルーベリー
の食べ放題！
ズッキーニは
地面から成長
するんだ。 →

にに ま活野 わち 簡牛幼
↑牛乳パックでシェイク は 火 夕 す 躍 菜 温 え ょ 昼 単 乳 児 川
熱を食ねし切泉まっ食にパと遊
い移後。てりですとのでッ低び
思しはごものさ。贅片きク学後
いて「家ら仕っ残沢付まに年は
も大火庭い事ぱ念かけす入は昼
しき起とま。りなもを。れチ食
まなこ同し高しが。済みてーの
す火しじた学てら窓まんシズチ
がに」ル。年、歩のせなェをャ
何しのーカに今け大たでイ入ー
事ま練をレは度るきら交クれハ
もす習使ー炒は距な温代すたン
経。。っはめ夕離浴泉でる餃づ
験ちマて大る食で場でシと子く
のょッい量とのはですェパづり
うっチるにこカな、。イラく。
↓さすがに高学年はマッチを擦るのも手慣れたもの。
ちとののつろレいのキクパり野
で怖擦でくとーのんャでラ。菜
すかりする煮づでびンすチご切
。っ方がと込く送りプ。ャ飯り
たか旨味みり迎気と ーとは
りらいがの。バ分し ハ玉高
、新！違時まスをて ン子学
時聞 いにた。味は がを年
、
↑チーズを入れた餃子

８／８（木）

３日目の予定は盛りだくさんでしたが、子どもたちの様子を見ながら無理のないように
進めました。朝食は「すいとん」です。子どもたちはお餅と思っているようです。

今日は森の中をハイキングです。自分で作った
弁当はどんな味かな。何に出会えることでしょう。
サイトに戻ったらスペシャルおやつです！

サンドイッチのお弁当は、中身や量は自分でよ～く考えてつくっていました。

植物園は遊歩道が整備されていて
歩くのが楽です。自作のお弁当も
おいしくいただきました。

5：30

起床

6：30

朝食準備

7：30

朝食 ～ 朝食片付け
（すいとん）

9：00

弁当づくり

10：30

ハイキング(植物園)

12：00

昼食(自作の弁当)

13：30

川遊び

14：30

おやつづくり＜第一弾＞
(自作パフェ)

15：00

温泉

16：30

おやつづくり＜第二弾＞
（ポップコーン）
おやつづくり＜第三弾＞
（パンのみみドーナッツ）

17：30

夕食準備

18：00

夕食 ～ 片付け
（ナポリタン）

19：30

キャンプファイヤーの練習

20：00

キャンプファイヤー

21：30

就寝

(
)

今をそとプ ？た 約そに途そ調ち はをつ他あ
ま好の何ラお くキ５こ虫中ち整び食と何くにり今
でき上層カや冷さャキでもでら。っ後てもり、ま年
になかかッつたんンロ昼発色も植こにも食ま昼すの
一よらにプづい歩プ位食見々見物チ弁刺べすの。キ
番うチ重にく川いサの。。な学園ー当激て。弁特ャ
大にョねアりにてイ道自鳥形しにムを的いキ当にン
き掛コてイ第入体トの作ののてははつでなャ・こプ
なけチおス一りもにり弁観きか自車くすいンおのは
口てッ皿・弾ま熱戻で当察のら然でり。のプや日た
ででプにフ。しくるしの小こ森博ワハ でにつはく
食き・ひレ自たな前た味屋、の物ーイ 、来 、さ
べあチっー作。っに。もが実中館プキ おて３朝ん
てがョくクパ てま 良あやをもしン やか品夕の
いりコり・フ 気た くっ大散あてグ つらもの「
ま。ソ返アェ 持川 満たき策る距へ のお自食食
し ーしイで よ遊 足のなでの離出 甘菓分事」
た スてスす くび 顔で葉すでを発 味子でのが
。
、 。
。 。
。
。

ホントに
よく食べました！

(
)

クイズに正解すると
おんぶしてもらえます。→
さぞ重かったことでしょう。

待そま キ分しをフ アまをのド みとコフでカ
っれしアャけたしァ夕リわまミーおん声ータしレお
てがたッンて。てイ食がすぶミナやながンをたーや
い終。とプテ最クヤは群のしをッつ鷲あの開。用つ
まわ明言をー後イーナががまよツづ掴がでけパのづ
すれ日う振ブはズでポるキすけ。くみりきるン大く
。ばは間りル、やすリよャ。て朝りでまあとパ鍋り
樅午の返でフゲ。タうンビおの第食しがいンは第
乃前３っみァーバンにプニいサ三べたりいとポ二
木中日てんイムン。食らーたン弾ま。。匂はッ弾
山に間話なヤにガ食べしルのド。し大思いじプ。
荘皆がをでー歌ロ後てい袋をイパたざわがけコポ
でで過し最のをーはし。に揚ッン。るずしるーッ
の撤ぎま後火楽でキたこ入げチの に「て音ンプ
生収てしのをし出ャ。ちれてでミ あオポがにコ
活作いた夜皿みしン ら振砂パミ けーッし最ー
が業き。ににま物プ もり糖ンで てップて適ン
。
」
。

キャンプ場は今日の午前中で終了。樅乃木山荘へ移動して布団の柔らかさや電気の明るさなどの
当たり前のことを有難く感じてもらうことがどんぐりキャンプの一番のねらいです。

８／９（金）

子どもたちと一緒に撤収作業をするのは初めてです。
どこまでできるでしょう。「自分のことは自分で」を
体験して欲しい思いからの挑戦です。

5：30

起床

6：30

朝食準備

7：30

朝食 ～ 朝食片付け
（コーンフレーク）

9：00

撤収作業

～

樅乃木山荘

12：30

昼食 パイプのけむり
(ビーフシチュー)

14：00

お昼寝

16：00

ゲーム大会＜第一弾＞
(くつ飛ばし大会)

↑原状復帰は次のキャンパーへの心遣い。年齢なりにお手伝いを頑張りました！

ゲーム大会＜第二弾＞
(いろはに金平糖大会)
18：00

入浴

19：00

夕食 樅の木
（チキン南蛮揚げ）

20：30

工作でゲーム大会
（空き缶の車づくり）

21：30

デザート

～

↑樅乃木山荘です。暖炉ヤ囲炉裏があり
お庭は芝でとっても広いです。

←パイプのけむりです。
シチューにクロワッサンに
かぶりついていました。

就寝

↓恒例の靴飛ばし大会。優勝するとみんなで胴上げ！

…

軽帰食け 感だでれとタロガ レま少
いり事む撤じけ生ど次ーーロ洗ーすな朝
こははり収もが活何かププーいン。め食
と満安」をしポをとらテをを物でフには
、足心の終まツしか次ンほ開をチレす簡
そ感感シえすリた片へトどけ終ョーる単
ので・チて。と場付とをいるえコクこに
復子達ュ樅４立所け続畳た。てがはとコ
活ど成ー乃日っがるきんら次撤一、でー
力も感で木間て何こまで束に収番シ撤ン
にたもす山おいもとす、ね寝作人ュ収フ
はちあ。荘世まなが。テて袋業気ガ作レ
脱のっ久へ話すくでかー、やのでー業ー
帽足てし。に。なきなブ食懐開し味にク
で取更ぶ昼なちっまりル器中始た・時で
すりにりはりょてし大をを電。。チ間す
。の美の「まっバた変解詰灯ま ョを。
軽味室パしとン。だ体めをず コ掛洗
いし内イた寂ガみっし込集は 味けい
こいでプ。しロんたてんめバ ・ら物
と！のの いーなけ でてン プれを
、、

↑それにしても大きな口だね。家の中の食事は安心で旨い！

おやすみ
なさい♡

ともやさまと
先生もちょっと
一休みです→
走準 話気 楽で第の 楽もキ目の
至る備夕がのおしし二フ起に消ャを布樅
福かし食弾下風みょ弾カきな耗ン閉団乃
の競て後んで呂まうがフたりしプじの木
一争いはで「にし？「カらままはる感山
日 し た 「 60 明 入 た 年 い 感 恒 す す 体 と 触 荘
だま「工分るっ。齢ろで例。。をスもに
っ し 空 作 も い て に は み の 90 こ 横 ー 味 戻
たたき＆かっのさ関にん「分うにッわっ
こ。缶ゲけて～ぁ係金な靴はしすといた
とそのーていんおな平の飛寝てる寝まら
でし車ム食いび風く糖気ばてち機入し「
して」」べねり呂み」持しいょ会ったお
ょ仕をでたぇ。だん ち大たっがて。昼
う上作す夕」夕よな何が会かと少し柔寝
。げっ。食と食。が回急」も横なまらタ
はて雨で笑は 声や上でしにいいかイ
ア誰天し顔明 をっ昇すれなの爆なム
イが時たでる 掛たで。まれで睡布」
スよ用。すい けこす芝せる体で団久
。くに 。電 てと。生んと力すで々
。
。
…

アイスを→
食べ歯磨き
をしたら、

気分は
最高！

…

空き缶に→
ゴムを通し
車を制作。
糸巻き車と
同じ原理。

↓爆睡のお昼寝

いよいよ最終日です。先生たちが何より心配な荷物整理。みんなの段ボール箱を
チェックするのが怖い！整理の状況は年齢に関係ありませんね。男女差はあります。
やっぱり女の子はきれいです。やっぱり男の子は●●●です。

８／１０（土）

荷物を詰めて、お蕎麦を食べて、お土産を買って…
帰りを待つ家族の元へ！ でも「もう帰るの？」

樅乃木の食堂です→
窓からは鳥やリスが
見えます。
←パンもスープも
とても美味しく
朝から満腹です。

↓畑で掘ったジャガイモを
みんなで山分けです。
お土産として荷物に詰め
て送りました。

←最後にみんなで記念撮影。
マー君とその兄弟４人も一緒です。実は
みんなが帰った後に５人目が生まれました。

樅乃木～小鳥が池～中社界隈へ。いろいろなお店があって楽しい！

タ あけ子ででい オ饅 中ス・か
ク最りてど野もるそマ頭山社ポ中ら樅
シ後がいも菜シのうケが口でッ社戸乃
ーにとるたをャでなもつ屋おト・隠木
で山うキち余ーみんついさ参と奥中山
長口ごャの計ベんでいてんりし社社荘
野屋ざン知にッなすてさでをてとへを
駅さいプらもトが。のらはし有３。出
へんまなならの歓も大に、て名つ戸て
、のすんいっサ迎うサ「おおにの隠小
家前。でとたーし何ー蕎蕎蕎な神に鳥
族で すこりビて年ビ麦麦麦り社はが
の記 。ろ、スくもスは・を最が標池
待念 ほで他がれどで食天食近あ高を
つ撮 んたにあまんすべぷべはりの散
神影 とくもっすぐ。放らにすま低策
奈！ うさメた。り 題・山ごすい。
川そ にんロりパク 」そ口く。方池
へし 戸のン、イラ でば屋混奥かの
！て 隠ごの野プブ 、団さ雑社ら淵
ワ の厚差菜のが お子んしは、を
ゴ 皆意し直け行 土・へまパ宝歩
ン さを入売むっ 産そ。すワ光い
の ん受れ場りて もば 。ー社て
、

7：00

起床

8：00

朝食 樅乃木山荘
（自家製パン・サラダ）

9：30

荷物整理

10：30

戸隠中社へ散策

12：30

昼食 山口屋
(そば)

13：00

お土産購入

14：00

戸隠出発

15：00

長野(15：11)
～大宮(16：42)
～新宿(17：50)

18：30

解散

るキたて畑 い今方確次 朝自特焼 かな
のャりもで１で回が実にそか家にい朝らか起
でンとら野泊しはいに男しら製ロて食起な床
、プキっ菜でた雨い進のておでーくはきかは
ご場ャたをし。がけ化子い腹すルれ自出起７
飯でンり採た最降れし。よが。パる家しき時
だ飯プ、っが後らどてベいいスンパ製外なで
け盒のちた樅にな、るテよっクはンパをいし
はの影ょり乃おか多とラ荷ぱラすでン散子た
樅ごのっ、木土っ少いン物いンぐす。歩もが
乃飯部とキさ産たいえ組整でブに。樅しい、
木を分しャんののいまは理すルなこ乃てまお
さ失でたンにジで加すそ。。エくれ木いし布
ん敗助移プはャ濡減。れま ッながのまた団
にすけ動場おガれでまぞす グり子マし。で
おるてでへ世イたもあれは にまどーた早熟
願ともバご話モ物仕荷に女 サすも君。起睡
い大らス飯にをが方物以の ラ。たが きし
し変っををな入残なが前子 ダ勿ち朝 のた
てなて出炊りれらい整のの と論に５ 子の
いこいしいまてなか理状か スジは時 はで
まとまててし完くなで況ら ーャ大に ６し
すにすく届た了てぁきか始 プム人起 時ょ
。な。れけ。。幸。たらめ でも気き 頃う
。
。

この夏も戸隠に行ってきた。
日射しはジリジリと暑いのに夜になると長袖でないと寒い。
川の水がとっても冷たいけれど川遊びは楽しい。
尺取り虫の「アッチャフン」もいた。

食事はみんなでつくっていろんなものを食べた。
おやつもつくった。
アイスクリームパフェ・ポップコーン・パンのミミのドーナッツ
うまかったなぁ！
自分で弁当もつくった。サンドイッチだけど上手くできた。
後片付けもみんなでやった。
食器洗いの水がこれまた冷たくて手が痛くなった。
キャンプの撤収もみんなでやった。
タープを外してロープを結んでたいへんだった。
片付いた後のキャンプサイトはチョッとさびしい気がした。
「また来るよ…ありがとう」
誰にも聞かれないように言った。
５日間って、はじめは長いかなと思うけれど
アッという間に終わっちゃうんだ。
お土産もたくさん買ったけれど
胸の中にもいろんなものが
つめこまれた気がする。
2013 夏
さとうこうき

