
サマースクール特別プログラムスケジュール

7/26 第１弾 7/27 7/28 7/29
流しそうめんと さみどり自然観察園

スイカ割大会 海遊び＆炭火焼き 職員研修のため 職員研修のため
夏の風物詩、流しそ 若狭湾国定公園内に お休みです お休みです
うめん！孟宗竹を割 位置し、きれいな海
って水路を作るとこ と砂浜、豊かな木々
ろから始まります。 に囲まれた施設。浜
そうめんが水の中を や磯で海の生き物と
流れていく様子が楽 触れ合います。お昼
しくて、子どもたち は釣った魚と海鮮物
の食も進みます。 を炭火で焼いて頂き
暑い日のスイカ割り ましょう。
は最高ですね。 ※ 14:00終了
14:00終了 ※お弁当・水筒帽子・

エプロン・タオル・サ タオル・着替え・サン

ンダル持参 ダル持参

※そうめん めんつゆ使用 ※魚 イカなどの海鮮

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5
魚つかみ体験！ しじみ採りに行こう ソース焼きそばと 世界に一つ！私だけの

（小雨決行） 登園日のため （小雨決行） フローズンフルーツ デザインキャンドル
マキノ高原で魚つか お休みです 三方五湖のひとつ久 大きな鉄板で、ダ カラフルな砂を敷
み体験！ニジマスを 々子湖で、特産のシ イナミックにクッ き詰めて、ビー玉、
その場で焼いて頂き ジミ採りを体験しよ キング！ 貝がらなどで飾り
ます。山から流れて う！お昼にはしじみ 玉葱、お肉、麺…。 付け。使うのがも
くるヨキトギ川の冷 汁を頂きます。 ソースの焼ける匂 ったいないくらい
水で川遊びも！！ いは食欲をそそる とびっきりのオリ
晴雨にかかわらず水着 お家から水着を着て こと間違いなしで ジナルキャンドル
を着て登園して下さい。 登園してね。 すね。 を作ろう！
9:00出発 15:00帰着 凍らせたフルーツ ※ 14:00終了
帽子・弁当・水筒・お 9:30出発 14:00終了 も楽しもう！ ※軽食で足りない方

やつ・敷物（小学生の 弁当・水筒・敷物・ ※ 14:00終了 はおにぎり（弁当）

み）・タオル・着替え 帽子・タオル・着替 ※エプロン持参 持参

・サンダル持参 え・サンダル持参 ※中華麺 焼きそばソース ※アレルギー対応 可

バナナ パイナップル使用

8/8 第2弾 8/9 8/10 8/11 8/12
流しそうめんと 敦賀の地だこで 徳本園長先生による

スイカ割大会 たこ焼き大会！ おもしろ科学実験 祝・山の日 お盆のため
好評につき第２弾を タライの中で踊るタ 不思議！おもしろい！もっと！！ お休みです
企画しました！ コの塩もみから始ま 科学大好き園長先生
孟宗竹が驚くほどき る、本格的なたこ焼 が、実験の楽しさを
れいに割れるところ き作りに挑戦！お湯 たっぷりと味わわせ
は圧巻！！冷たい水 の中に入れた時の、 てくれますよ。
にそうめんを流し くるんと丸まる様子 「科学する心」は幼
て、暑い夏を楽しく も楽しみましょう♪ 児期に育つもの。気
過ごします。夏なら アツアツのたこ焼き 付く喜び・楽しさを
ではのスイカ割りも を、お腹いっぱい食 体験してみません
お楽しみに♪ べようね！！ か。
14:00終了 14:00終了 ※ 14:00終了
エプロン・タオル・サン エプロン持参 ※軽食で足りない方は

ダル持参 ※たこ たこ焼き粉 卵 おにぎり（弁当）持参

※そうめん めんつゆ使用 ソース マヨネーズ使用 ※アレルギー対応 可

8/15 8/16 8/17 8/18 8/19
若狭たかはま 石膏で

お盆のため お盆のため 登園日のため エルどらんどへ！ 立体手型を作ろう
お休みです お休みです お休みです 緑のなかで見つけた 伸縮性素材で手の

ドキドキ。科学に触 型を取り、石膏を
れて感じたワクワク｡ 流し込むと立体コ
小さな発見は、自然 ピーができるよ。
科学の最初の一歩で とってもリアルで
す。知れば知るほど ビックリ！指紋ま
おもしろい科学を体 でコピーされるか
感できるサイエンス も？！
パークを楽しもう。 ※ 14:00終了
※ 8:15集合 ※軽食で足りない方

※ 15:00帰着 はおにぎり（弁当）

※お弁当、水筒、おやつ 持参

※アレルギー対応 可



8/22 8/23 8/24 8/25 8/26
ささえ農園で さみどり自然観察園 夏のパワフルカレー 越前和紙の里で 越前松島水族館

えさやり体験 海遊び＆海の宝探し かきごおり 紙漉き体験 イルカショーやペン

ささえ農園の自然い 自然観察園で海遊びの 暑い夏には栄養満点 和紙は自然が日本 ギンの散歩が大人気。

っぱいの緑に囲まれ 第２弾！ のおいしいカレー。 人に贈ってくれた おさかな館、ふれあ

た広い敷地で、のび きれいな海と砂浜、豊 甘みたっぷりの夏野 最高の贈りもの。 い館など「スモール

のびと元気に暮らし かな木々に囲まれた施 菜を使って、カレー その和紙の伝統と テーマパーク」で、

ている鶏たちやヤギ 設で浜や磯で海の生き ライスを作ります。 歴史が息づく和紙 サメやタコにさわれ

へのえさやりを体験 物と触れ合います。 これで、夏バテ知ら のふるさと「越前 たりと体験豊富な水

します。 浜辺には海からの贈り ず！ 和紙の里」で、世 族館。床がガラス張

お昼は卵料理を作り 物がいっぱい！見つけ カレーの後は冷たい 界でたった一枚、 りの水槽では「夢の

ましょう。 た貝殻やシーグラスで かき氷でクールダウ 自分だけの和紙を 海面浮遊」を体験？！

※ 14:00終了 夏の宝物を作ろう。 ンしよう。 作ってみよう！ ※ 8:15集合
※帽子・水筒・長靴持参 8:30出発 15:00帰着 ※ 16:00帰着予定
雨天時：雨具用意 ※ 14:00終了 ※ 14:00終了 弁当・水筒・おやつ ※お弁当、水筒、おやつ

※軽食で足りない方はお ※お弁当・水筒・帽子 ※エプロン持参 ・敷物・帽子持参 天候によって雨具持参

にぎり（弁当）持参 タオル・着替え・サン ※雨具（天候によって）

※卵 使用 ダル持参 ※カレールー 使用


