Noasobi Recipe

野遊びレシピ
川 和 町 の 豊 かな自 然 で 遊 ぶ 。

c ompany prof ile

1958年、“ものづくりのまち”新潟県三条市にて創業したアウ
トドアメーカー。
「 人と自然、そして人と人をつなぎ、人間性を
回復する」
ことを社会的使命とし、キャンプ用品、アパレルの
開発、国内外での販売のほか、地方創生、ビジネスソリュー
ション等、幅広い事業を展開する。新潟県三条市、大自然の
懐に、約5万坪のキャンプ場を擁する本社「 Headquarters 」
茅ヶ崎公園自然生態園
（約3.7km）

川和町の
豊かな自然で遊ぶ。

を構える。
コーポレートメッセージは
「人生に、野遊びを。」

※提供写真＠Snow Peak

concept

川和市民の森や鶴見川といった、

この冊子では、暮らしの中で自然をもっと楽しむための

URBAN
OUTDOOR

野遊びをご提案します。

自然を感じる心地よい時間は、週末のキャンプの

春の桜に夏の水遊び、

時だけじゃなく平日にだって、もっとあっていいは

秋の紅葉から冬のあったかごはんまで

ず。自然と都市に境界線はない。どちらにも緑は

豊かな自然を身近に感じられる川和町。

あり、風は吹き、空は広がる。庭やベランダでも。

四季の移り変わりを感じ、

公園や並木道でも。急ぎがちな都市生活を、自然

五感で味わう贅沢な時間が、
のリズムに感じて生きる。それが、
スノーピークの

人生を豊かにしていきます。

考えるURBAN OUTDOOR。野遊びのある、暮ら

野遊びレシピを片手に、

し方。自分と家族の時間を大切にしたい人の新し

次の休日の予定を決めてみませんか。
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※提供写真＠Snow Peak

※掲載の環境写真(提供写真を除く)は、
2021年11月に撮影したものです。
※表示の距離は地図上の概算です。

い選択肢です。
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K AWAWA NOASOBI MAP

至日吉

都筑中央公園

センター南駅

泉天ヶ谷公園

鴨池公園

鶴見川

ささぶねのみち

茅ヶ崎公園

大原みねみち公園

見花山かりん公園

北八朔公園

葛ヶ谷公園
都築ふれあいの丘駅

川和富士公園

川和市民の森

現地周辺緑マップ概念図

都田公園

ゆうばえのみち

川和町駅

川和台もみじ公園
池辺市民の森

菜の花畑

とびきりの野遊びスポットが、
月出松公園

青砥公園

横浜市営地下鉄
グリーンライン

ザ・パークハウス
横浜川和町ガーデン

暮らしのそばに。
暮らしの価値が見直されつつある時代だからこそ大切にしたい、地元の環境。
川和町周辺には、ハイキング気分を味わえる里山から、子ども同士で思いっきり走り回れる
公園、ジョギングにぴったりの川沿いまで、多彩な野遊び環境が広がっています。

至中山
トイレ
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ベンチ・休憩スペース

遊具

駐車場
（一部有料）

※掲載の現地周辺緑マップ概念図は、
地図を基に描き起こしたもので、
実際とは異なります。※掲載の情報は2021年7月現在のものです。
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春

Spring

命が芽吹く、始まりを祝う。

夏の夜の冒険に出 か け よ う 。

春の野遊びへ。

周囲をやわらかく照らすライトを手に近所の公園へ。木や草むらをそっと
照らしてみると、昼間は見られない生き物に出会えることも。
POINT

水たまりにじゃぶじゃぶ入る
どんよりした気分になりがちな雨の日。お気に入りの

※提供写真＠Snow Peak

長靴で、思いっきり雨を感じてみませんか。

SPOT：ささぶねのみち

image

（約2.4km）

公園でピクニック。
身近にある公園を、
自分の食卓に変えてしまうのもひとつの手。テーブル

ホタルを見に行く。

クロス替わりの小さなハンカチと、
ランチボックスを持っていざ出発。

北八朔公園（約1.9km）にはホタルを見ることができるスポットが。
なかなか
出会えない生き物ですが、近場だからこそ何度でもチャレンジしましょう。

POINT

SPOT：月出松公園

ひだまりで靴下を脱いでみよう

POINT

芝の肌触りや太陽の温かさを直に感じて、

虫の声に耳を傾けてみよう

自然の恩恵やパワーに目を向けてみませんか。

夜の暗闇に耳をすませれば、身近な草むらに

（徒歩15分／約1.2km）

多様な生態が息づいていると気づくはず。

SPOT：北八朔公園

image

（約1.9km）

同 じ木の下でお花見をする。
ささぶねを流してみよう。

毎年同じ場所でお花見をして、年ごとに枝張りが変わっていく様子を
楽しむ。花の付き方の違いに気づけば、天候を考えるきっかけにもなります。

意外と難しいささぶね作りは親子でチャレンジするのにピッタリ。
出来上がったら小川が流れるささぶねのみちで競い合わせましょう。

POINT

押し花をつくる

POINT

水分が抜け、繊維が目立ち、色のトーンが落ち着く

ささぶねの作り方

までの過程を観察してみてはいかがでしょう。
image

図鑑で植物の名前を調べる。

SPOT：ささぶねのみち

①両はしを内側に折る

（約2,4km）

②切れ目を入れる

③組み合わせて完成！

図鑑を片手に外へ出て、
わからない植物を調べてみましょう。
名前はもちろん、
意外な特徴が見つかるなど、好奇心が刺激される体験が待っています。
POINT

四つ葉のクローバー探し

【 おすすめギア 】

たねほおずき

マグネット式で好きなところに引っ掛けることができるランプ。
手のひらサイズ
なので、
荷物を減らしたいシーンでも便利。
車内のラゲッジスペースやご家庭で
のナイトランプとしても活躍します。
夜の冒険のおともにも、
防災備蓄としても。
※提供写真＠Snow Peak

自分の力で何かを探し、見つけ出すという
体験は、大人にこそ必要なことかもしれません。

SPOT：茅ヶ崎公園自然生態園

（約3.7km）

【 おすすめギア 】

ギアバッグ

仕切りを自分好みにレイアウトできることで、
かさばりやすい小物の収納や
整理に最適です。
クッション性も高いので入れるものを選びません。
家でも
収納ボックスとして活用し、
外出時にもパッと持ち出せる優れものです。

※提供写真＠Snow Peak

夏

Summer
5

※表示の距離は地図上の概算です。徒歩分数は80m／1分として算出し、端数は切り上げています。

自然がいちばん元気な季節。
夏を思い切り楽しむ。
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※提供写真＠Snow Peak

秋

家でも、外でも。

冬だけの景色を求 め て 。

秋の実りを満喫しよう。

Autumn

寒い冬でも、いや、冬だからこそ見晴らしのいい高台へ。空気中の水分が
少ない分、遠くの景色まで見ることができて、気分も晴れやかになります。
POINT

天体望遠鏡をのぞく
夜なら天体観測もおすすめです。澄み切った夜空に

※提供写真＠Snow Peak

光輝く、冬の大三角を見つけましょう。

SPOT：川和富士公園

image

（徒歩17分／約1.3km）

外カフェしてみる。
持ち物はお湯が入ったボトルとお気に入りのドリップパックコーヒー、
そして
マグ。
自然の香りを感じながら飲むコーヒーは各段においしくなります。

ダッチオーブンでパンを焼いてみよう。
時間があるときには、
五感が鈍ることのないよう、
自分の目や耳、
鼻でしっかり
と出来上がりまで見守りながら、
ダッチオーブンでパンを作ってみましょう。

POINT

葉が落ちる瞬間を観察してみる

POINT

突然、枝から離れ、ハラハラと落ちていく葉っぱを

土鍋でごはんをおいしく炊く

見るだけでも、不思議と感慨深い気持ちになれます。

SPOT：都筑中央公園

土鍋を火にかけ、炊ける音や香りを楽しむことも、

（約3.5km）

自然の恵みを感じられる立派な野遊びです。

※提供写真＠Snow Peak

※提供写真＠Snow Peak

木の 実 を 拾 う 。

植物の芽を観察し て み よ う 。

地 面をよく見ると、自然からの贈り物がそこかしこに 。中には銀 杏のように
食べられるものも。じっくり下処理をして煎れば季節を感じるおつまみ完成。

普段は食べずに捨ててしまう野菜のあたま。水に浸して太陽にあててあげ

POINT

ると、新しい芽が伸びてきて、植物の力強さを感じることができます。

どんぐりでこまを作ってみよう

POINT
①どんぐりに1/3程の

②つまようじを切る

ところまで穴をあける。

冬眠する動物を飼ってみる

③どんぐりにつまようじを
さして完成！

SPOT：茅ヶ崎公園自然生態園

小さなカメやメダカを観察すれば、
“自然の摂理”に沿った

（約3.7km）

※提供写真＠Snow Peak

無理のない生き方がある、
とハッとさせられます。

image

秋の夜長に火を見つめる。
日常の癒しを演出してくれるキャンドル。炎のゆらぎは、人の鼓動や小川の
せせらぎという自然のリズムと同じことが科学的に実証されているのです。

【 おすすめギア 】

真空ボトル

タイプM5 00

ステンレスのダブルウォール構造で、
内部を真空にすることで外気の影響

POINT

を遮断し、
優れた保温保冷機能を発揮する真空ボトル。
たっぷり入れられる

バルコニーであたたかいスープをのむ

500mlは、野遊びでも都市生活でも役に立ちます。
image

椅子やテーブルを置けなくても、
スープやお味噌汁を
手に、バルコニーへ。いつもの一杯が変わるはず。
image

image

【 おすすめギア 】

真空マグ

冬

ステンレス製のダブルウォールのマグカップ。
内部を真空化することにより、
優れた保温・保冷性を実現。
氷が溶けにくく、
結露しにくいため、
温かい飲み物
にもぴったり。
冷たい飲み物にもおすすめです。
110gと超軽量なのもポイント。
※提供写真＠Snow Peak

Winter
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※表示の距離は地図上の概算です。徒歩分数は80m／1分として算出し、端数は切り上げています。

みんなで暖を取り
温かい食卓をかこもう。
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※提供写真＠Snow Peak

日常をアクティブに変えてくれる

キャンプ場にいってみよう。

「スノーピーク」監修のアウトドアアイテム

本格的にアウトドアを楽しみたいなら、やっぱりキャンプがおすすめ。電車やバスでも行けるキャンプ場から、
ちょっと贅沢な至れり尽くせりのグランピング施設まで、
スノーピークが厳選したアウトドアスポットをご紹介します。

手 軽 に はじ められ るピクニックカフェセット

スノーピーク野遊びセット（お引渡時全戸配布予定）

提携

P I CA さ が み 湖

バッグにボトルやステンレスマグ、
コーヒードリッパーなどのカフェアイテムを詰め込んだピクニックカフェセットをご用意。

神奈川県相模原市緑区若柳１６３４
神奈川県相模原市の「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」

40

内にある、
都心からすぐのファミリーに人気のキャンプ場。
コテージ

約

やキャビン、
トレーラー、
オートキャンプサイト、常設テントサイト
提供写真

など様々な宿泊施設があります。同敷地内に温浴施設も併設。

km

ユニットギアバッグ220

Sn o w P e a k G la mp ing
京 急観音崎

ヤエンクッカー1500

たねほおずき つち

フォールディング
コーヒードリッパー
「焚火台型」

真空ボトル
タイプM500

ステンレス真空マグ450

提携

神奈川県横須賀市走水２丁目
三浦半島の最東端で、
シーサイドグランピングを。
世界的建築家、
隈研吾氏デザインのモバイルハウス
「住箱」
をはじめ、
スノーピーク

48
約

製品に囲まれた贅沢なアウトドアを手ぶらで体験いただけます。
東京湾を眺めながら食す、
三浦半島の食材を使ったお料理も自慢。

提供写真

km

かさ ば るアイテ ムもスマ ートに レンタル

レンタルキャンプセット（レンタルサービス）

茅ヶ崎市柳島キャンプ場
神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸１５９２−１

チェアにテーブル、
焚火台といったキャンプ場に持っていきたいアイテムをレンタルできるサービスの導入を予定しています。

「キャンプもしたいし、海でも遊びたい」。茅ヶ崎市柳島キャン

33

プ場はそんな願いを叶えてくれる、海辺のキャンプ場です。湘

約

km

南の海が間近の松林の中には、テントサイトはもちろん、ログ
提供写真

キャビンも備わり、予約をすれば手ぶらでBBQも楽しめます。

マット

エントリー2ルーム エルフィールド

長井海の手公園・ソレイユの丘

エントリーIGT×2

ローチェア30×4

ほおずき×2

ソフトクーラー

雪峰苑

フラットバーナー

マット×4

焚火台Lセット

神奈川県横須賀市長井4丁目
相模湾や富士山を望む小高い丘に立つ
「ソレイユの丘」。テント
セットやBBQセットといったレンタル品も豊富なので、手ぶらで

味わいながらのキャンプは、
きっと一生ものの思い出になるはず。
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49
約

行ってもアウトドアを楽しむことができます。太平洋のパノラマを
提供写真

km

※表示の距離は地図上の概算です。
※掲載の情報は2021年7月現在のものです。

※上記23点提供写真＠Snow Peak※写真はイメージとなります。
商品については色・仕様等が異なる場合があります。※サービスについては計画段階のものであり、
一部変更になる可能性があります。
※本ツールは2021年11月に制作したものです。
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