
令和 3（2021）年度 主催事業報告 

長崎県立佐世保青少年の天地     

  （令和 4 年 2 月 7 日現在）    
 

No 事業名 期日 参加者数 所  感 

1 第 1回 さるこう会 5/11(火) 中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

2 第 14回 新緑を歩こう会 5/22(土) 中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

3 あすなろ天地教室 6/8(火) 中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

4 

親子体験教室「絵付け陶芸」 

6/20(日) 69名 

 本年度初めての主催事業は、会場を分散しての実施とな

った。マグカップ・カレー皿に参加者それぞれの気持ちを込め

て描き、ユーモアあふれる世界に一つだけの作品を描き上げ

ることができた。 

    

 

 

 

 

5 

第 2回 さるこう会 

7/13(火) 18名 

 開講式終了後、突然の雨に見舞われ、霧中のスタートと

なったが、歩き進めるごとに晴れ間が見え始め、烏帽子岳の

頂上に到着する頃には綺麗な晴れ間が見えていた。 

 森の中の自然や当日に発表された梅雨明けの夏空を堪

能しながら、終始和やかな雰囲気で歩くことができた。 

    

 

 

 

 

6 

第 2回 夏休み工作教室 

7/24(土) 30名 

 午前の部は「貯金箱」づくり、午後の部は「火起こし」をメイ

ンにした実験を行った。貯金箱づくりは、各人の様々なテー

マを元に、それぞれ各自で色塗りや飾り付けを行い、どの作

品もユーモアあふれる作品が完成した。 

 実験教室では、大人も子どもも一生懸命になって火をおこ

そうとし、普段何気なく使っている火のありがたみを感じてい

たようであった。 

    

 

 

 

 

【参加者の声】 

・子ども達が楽しくやっているのを見て、能力を伸ばす良い機会だと

思いました。 

・気づいたら大人の方が集中してしまいました。 

【参加者の声】 

・初めて歩くコースで、すごく新鮮で新しい発見があって、楽しく歩

くことができた。 

・森の中のマイナスイオンを感じ、癒やされるような気分がした。 

【参加者の声】 

・色塗りや飾り付けが楽しかったです。ビーズを顔の形に貼るのは難

しかったけど、とても楽しかった。 

・初めての火起こし体験で、なかなか火がつかず、昔の人はすごいと

思いました。 
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7 
第 30回 冒険少年キャンプ 

（三施設連携事業） 

8/3(火) 

～8/7(土) 
中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

8 
第 1期 

森のキッズたんけん隊 

8/18(水) 

8/25(水) 
中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

9 第 3回 さるこう会 9/14(火) 中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

10 
第 21回 

リトルキャンピングスクール 

9/18(土) 

～9/20(月) 
中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

11 親子体験教室「デイキャンプ」 9/26(日) 延期 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期 

12 

第 2回 秋嶺の烏帽子を歩こう会 

10/2(土) 48名 

 非常に天候に恵まれた一日となった。久しぶりの主催事業

の開催ということもあり、参加者からは待ち焦がれていた声も

聞くことができた。 

 普段歩かないような自然な道の中を歩いていく中で、コロ

ナ禍のストレスを少しずつ解消していたようであった。 

 

  

 

 

 

 

13 

親子体験教室「野外炊さん」 

10/16(土) 

～10/17(日) 
20名 

 1 日目にカレーライス、2 日目に飯ごうで食パンを作って食

した。家族間での親睦を深めながら、協力して作った食事を

楽しむ姿が見られた。 

 また、子ども同士のつながりも見られ、新たな友だちとともに

楽しむ姿も見られた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

14 

第 1回 アドベンチャースクール 

10/30(土) 

～10/31(日) 
14名 

山を歩きながらゴミを集め、環境についての理解を少しず

つ深めている姿が見られた。 

終始和やかな雰囲気で進み、学校問わず仲良く遊ぶ姿

や、炊さん活動では進んで仕事を分担し、全員で協力して

いる姿が多く見られた。 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

【参加者の声】 

・普段歩くことのない山道を歩くのが楽しかった。展望も非常良く、

ちょうど良いコースだった。 

【参加者の声】 

・子どもは包丁を初めて使ったと思いますが、怖がりながら体験でき

ました。お友達もできて生き生きした姿が見られました。 

・場所や催しの内容もそうですが、職員さん達の温かいもてなしが特

別だと思っています。 

【参加者の声】 

・全部の体験が楽しくて、思い出がたーくさんできました。初対面の

子と話せて良かったです。11月も楽しみです！ 

・たくさんのゴミを拾えたので、ゴミを増やさないように気をつけて

持ち帰ったり、拾う人が増えたりすると良いと思う。 
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15 あすなろ天地教室 11/2(火) 10名 

 午前中はオリエンテーリングを楽しみ、午後からは「スポーツ

チャンバラ」を実施した。山中の自然や、ニュースポーツにふ

れあう中で、参加者同士の親睦を深めた。 

16 

第 9回 天地フットサル交流大会 

 

11/6(土) 

11/7(日) 

6 チーム 

4 チーム 

土曜日にU-10の部、日曜日にU-12の部を開催した。 

寒空の下開催された U-10 の部は、選手が全力を出し

切り、寒さを忘れさせるような熱戦が繰り広げられた。 

一転して太陽が照りつけた U-12 の部では、組み合わせ

の都合上連戦になるチームもあったが、それぞれの底力を発

揮し、白熱した闘いが繰り広げられた。 

17 

第 4回さるこう会 

11/9(火) 7名 

 雨の『さるこう会』となり、参加者の安全面を考慮してコー

ス変更を余儀なくされたが、烏帽子岳周辺に残る「防空壕」

の趾や、湿地帯に感動する声もあった。 

 参加者の声を聞きながらのコース設定となり、終始和気あ

いあいとした雰囲気で散策を楽しむことができた。 

18 

さるこう会特別編① 芋掘りと散策編 

11/13(土) 
午前：36名 

午後：27名 

 前日までは雨が多かったが、当日は天候にも恵まれ、穏や

かな一日となった。 

 6 月に職員で植え付けた芋も、天候や害獣などの影響

で、出来が心配されたが、大きな芋も掘り出され、石窯で焼

き上げた焼き芋も好評であった。 

19 

秋の夜空の観望会 

11/19(金) 52名 

 「ほぼ皆既月食」といわれた部分月食と、木星や土星を観

察した。天気も良く、肉眼で観察しても分かるほどの月食だ

ったが、「ビュースター」で見ることで、より実物に近い形で観

察することができた。 

 月の神秘的な姿に感動される声など、多く聞かれた。 

 

  

 

 

 

 

20 

第 2回 アドベンチャースクール 

11/27(土) 

～11/28(日) 
29名 

 10 月より人数も増え、個性豊かなメンバーが揃った。今

回初参加の子どもも含め、すぐに打ち解け合っていた。 

 「ブルーギル」を罠でとらえ、丁寧に観察している様子や、

木星や土星を観察し、実物を見たり体験したりした。 

 2 度の炊さん活動では、それぞれ苦戦しながらも班で協力

して、おいしいうどんやカレーライスを作り上げていた。 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

【参加者の声】 

・月が怪しげで綺麗でとても感動しました。子どももビュースターに

乗ることを楽しみにしているので、また参加したいです。 

 

【参加者の声】 

・「ブルーギル」がどうして日本にいるのか少しだけ分かりました。

特徴を捉えて、スケッチできた。 

・うどんやカレーも班で協力して作ったので、とても美味しく作れま

した。 
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21 

親子体験教室 

「ピザづくり＆ケーキデコレーション」 

12/19(日) 

午前：63名 

午後：71名 

合計：87名 

 午前の部では「ピザ」を作って食べ、午後の部では「ケーキ

デコレーション」に取り組む盛りだくさんな主催事業となった。 

 「ピザづくり」では、子ども達が生地をこねたり、トッピングをし

たりと積極的にお手伝いをしている姿が目立った。 

 「ケーキデコレーション」では、講師の説明を参考に、各家

族趣向を凝らした、クリスマスを彩るにふさわしい華やかなケ

ーキが仕上がっていた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

22 

親子体験教室 「もちつき」 

12/25(土) 70名 

 今年はクリスマスに開催された「もちつき」。晴天にも恵ま

れ、屋外でのもちつきや雑煮実食を行うことができた。 

 今年は例年に比べ、もちのつき手が多く、参加者の協力

で非常にスムーズにもちをつくことができた。 

 子ども達も積極的にもちをついたり丸めたりしていた。中に

は大人顔負けの迫力でもちをつく子もいて、非常に頼もしい

姿を見せていた。 

 雑煮は何度もおかわりに来る参加者が多く、寒空の元で

食べる温かい雑煮は非常に好評であった。 

23 第 5回さるこう会 1/11(火) 13名 

 2022年初の主催事業は、寒空の下の開催となった。 

 参加者達は、時より急斜面ありの山道を登りながら、年末

年始の運動不足を解消し、散策を楽しむ姿が見られた。 

 小さな子どもも完歩することができた。 

24 第 1回 中学生のつどい in天地 
1/22(土) 

～23(日) 
中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

25 第 39回 冬山を歩こう会 
1/29(土) 

1/30(日) 
中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

26 
さるこう会特別編② 

「ピザづくりとお散歩」編 
2/19(土) 中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

27 第1回 6時間えぼしたすきリレー 2/26(土) 中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
 

【参加者の声】 

・ここで新しいお友達ができました。嬉しかったです。 

・今回は参加できて嬉しかったです。佐世保はこういうイベントが少

ないので、毎週参加できれば良いなと思います。 
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