お知らせ
㈳エヘガザルは乗馬体験を通し、子どもたちが
生き生き過ごすことを柱として、様々な施設な
どの訪問も行っています。このような活動に賛
同してくださる皆さまのご協力をお待ちして
おります。

■ ポニーといっしょ！夏休みファームスティに参加しよう
【対

象】 5 才～中学生

【時

間】 9:30～16:00 (保護者が牧場送迎)
送迎できない場合は、富士宮駅、野中保育園北側駐車場、
根南小、大富士小など送迎スポットを予定。(応相談)

【料

金】 1 日 3,000 円

■賛助会員
趣旨に賛同し、支えていただくための会員
です。

賛助会費 3,000 円／1 年
■特別寄付
牧場運営には馬、馬具、馬房をはじめとし
た設備費、人件費など多額の資金が必要で
す。牧場維持のための資金の援助として寄
付をお願いします。

■会費と寄付の振込先
郵便口座 00870-8-204945
(社)エヘガザル

(送迎付は 500 円加算)

【持ち物】 お弁当、飲み物、おやつ、着替え、長ぐつ
【日

程】7/26、27、29、30
8/3、4、5、6、7、11、12、13、14、18、19、20、21

【申込み】前日までに電話でお申込みください。

■ 自然の中でポニーといっしょに夏のキャンプ
【日

程】８月９日(金)～10 日 (土)
８月 ９日 10:00 エヘガザル集合、８月 10 日 17:00 エヘガザル解散

【料

金】 19,000 円 (1 泊 4 食、乗馬 4 回)

【対

象】 小学 1 年生～中学生

【定

員】 20 名

【申込み】 ７月 16 日～８月５日

■ FRA(ふじのくに乗馬振興会)の乗馬検定を行います

ユッキーとミナミのグルーミングの様子です。
お互いに首のあたりを歯で甘噛みしています。
仲良しの 2 頭です。

昨年、常田修児さんの ST ホーストレイニング（ウエスタン）と中島沙織さ
ん（ブリテッシュ）のホース イン フジとエヘガザル（子どもや大人の心身
の健康に向けた活動）の馬に関わる３団体が一緒になって「FRA(ふじのくに
乗馬振興会)」を立ち上げました。
馬にも人にも心地よい良い乗り方を身につけていただくために乗馬検定を
行うことにしました。第１回は７月 28 日（日）午前 10 時から、エヘガザル
で行います。年間２回程度行う予定です。

今後のスケジュール

自動車の場合

東名高速道路を使う方

富士 IC→西富士道路→しばらく進んだ後、
右折して富士山スカイライン(登山道)へ進む。
→山宮の信号を約２，５キロ直進。
看板あり富士インターより約 30 分
★電車、バスなど公共の交通機関はありません。

富士宮市山宮 3645-100

☎090-4409-0401

◆野あそび会キャンプ 1 回目 8/1～2
2 回目 8/16～17
◆ぱからん 9/8、11/10、1/12
◆御殿場オール オープン ホースショー 9/14、15
◆児童館乗馬教室 10/20、11/17
◆カタローヤ 10/26
◆外乗（ＹＭＣＡエコヴィレッジ） 10/27
◆馬まつり（ＦＲＡ主催・場所エヘガザルにて）12/8（予備日 12/15）
◆野あそび会大運動会 12/22
◆チェリーのスキー教室 12/27
◆2014 年は午年、エヘガザルのカレンダーを準備中です。
詳細は９月末以降エヘガザルに問い合わせてください。
ホームページ http://ehegazaru をご覧ください。ブログで活動の様子が見られます。

発行元 : 一般社団法人エヘガザル富士山牧場
エヘガザル モンゴル語 「始まりの場所」
サリフ モンゴル語で「風」を表すことば。
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新しい厩舎が完成しました！
◆2011 年 7 月 7 日にホープが生まれて、エヘガザルの馬が 9 頭になり、今年 4
月 5 日に北海道からサラブレッドのラウラがやってきて、今では馬が 10 頭にな
りました。3 月末から馬 5 頭分の厩舎と物置作りが始まりましたが、ラウラが来
たので物置の半分は馬小屋になりました。今までの厩舎に 4 頭、新しい厩舎に 6
頭の馬が入り、全頭馬場の前に引っ越しました。とても見事な景色です。
厩舎作りには多くの皆様から寄付をいただきました。野あそび会の保護者のみ
なさん、勤労青少年ホームの乗馬講座の受講生の方々、賛助会員の方々、ポニー
クルーのメンバーのみなさんをはじめエヘガザルには縁もゆかりもなかった多
くの方々にまで建設の寄付をいただき、心から感謝しております。なんと 160 名
を超える方々の暖かいご支援をいただきました。ありがとうございました。
◆2013 年度より富士宮市がホースセラピー事業にとりくむこととなり、エヘガ
ザルは新たな展開に入りました。あすなろ園との関わり、療育を必要とする子ど
ものエヘガザル訪問、特別支援学級のある小学校での「わくわくポニー教室」、
不登校の児童、生徒の牧場体験などです。隔月の「ぱからん」や、療育学校「ほ
おずき」と児童ディサービスの「ヒーロー」の子どもたちも、元気に通ってきて
くれています。また、県内をはじめ遠方から個人で通ってくる方も増えています。
馬と触れ合い、乗ることでひとりひとりにとてもいい笑顔が見られます。大切に
したい活動です。
◆野あそび会では、新しく会員になった子たちも、馬にも牧場にも人にも慣れ
て楽しくなってきたようです。今年は中学生 4 人が八ヶ岳のホースショウに参加
しました。広い競技場で馬と自分だけで出場するのは大変なことです。大人のラ
イダーの多い中、子どもも馬も頑張って最後までしっかり走りぬきました。9 月
の御殿場のオールオープンホースショウも頑張ろう、と考えている子どもたちが
いるようで頼もしいことです。
◆戸外でいい風と緑に包まれ、仲間と馬と共に過ごす時間は子どもにも大人に
も心豊かなひとときです。この夏、道路ひとつ隔てた向かえに 15000 株ものブル
ーベリー畑がオープンし、乗馬と合わせてブルーベリー摘みも楽しそうです。
(まさこ)

活
■ 春休みのファームスティ、大いににぎわう
春休みのファームスティ
は、多くの利用がありまし
た。
下は 5 才からですから、
小学生のお姉さんが馬房の
掃除の仕方を教えてくれた
り、頭に合う帽子を選んで
くれたり……
子どもたちの年齢に幅が
あり、下の子と上の子との
間にいい関係ができて、馬
の仲間として楽しく過ごし
ていました。

動

報

告

ポニークルーの活動報告

■ 第 21 回八ヶ岳ホースショーにエントリー！ ― いっぱしのライダーたち ―
エヘガザルがウエスタンのホースマンシップに参加
して 3 年目。今年は中学生 4 名がストックシートメタ
ル、ホースマンシップのノーヴィスとアマチュアに参
加。チャンプが馴致のためまっつんとストックシート
メタルにオープン
参加。いずれも最
後までしっかりや
り遂げ今後が楽し
みとなる。次回御
殿場も頑張ろう！

12 年度、静岡県の助成を受けて、ボランティ
アの養成に取り組みました。その後発足したポ
ニークルー（エヘガザルのボランテイアスタッ
フ）の活動に、積極的に取り組んでいただき心
から感謝しています。毎週土・日に必ず来てく
ださる S さんをはじめ、ぱからんやヒーローの
活動、あすなろ園の訪問、児童館や根北公民館
の乗馬教室、御殿場、YMCA エコヴィレッジ、十
里木、牧之原市、八ヶ岳など遠方の活動への参
加、通常の馬房掃除、野あそび会や個人できて
いる子どもたちの遊び相手、事務的作業など
様々な活動に参加していただいています。エヘ
ガザルは多くの方に支えられて充実してきま
した。今後ともよろしくお願いいたします。

【7/7 ぱからんで】
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今年の 4 月から、エヘ
ガザルに新しい仲間が
加わりました。サラブレ
ッドの「ラウラ」
（牝馬）
です。北海道の日高か
ら、馬運車とフェリーに
揺られ、はるばる長旅を
してやってきました。エ
ヘガザルに来てまもな
くの 4 月 30 日に 2 歳になりました。
まだ、鞍を付けたことがなく、乗れ
るようになるにはもう少し時間がか
かりますが、比較的おだやかな性格
で、頭も良いので、みなさんが乗れる
日も意外に近いかもしれません。
さすがサラブレッドなだけに、肢
（足）も首も長く、体高も高いので近
寄りがたいと思う人も多いようです
が、心はほかのポニーたちと同じで
す。ニンジンなど上げて、仲良くして
あげてください。（ゲンニィ）

■ 富士宮市のスポーツ教室の乗馬教室全 10 回が終了しました
今年初めて市のスポーツ教室に参
加。10 名の受講生は出席率もよく、
最後には駈歩を自分で出すほどに上
達しました。
みなさん、やる気十分の気迫があ
ります。この先も頑張ってください。

■ カタローヤ（語ろう夜）
↑ラウラの星
↓ホープの星

7/7 のぱからんで
は、11 人もの参加
がありました。
ゲームのところ
でかごを持つ係り
をしたり、ギャラリ
ーとして子どもた
ちがゲームをうま
くやり遂げたとき
に「できたね、すご
いね」といって拍手
すると、子どもは得
意そうにニッコリと笑顔になりました。
この日は、ポニークルーの応援や励まし、拍手
などで、子どもたちを盛り上げることができてよ
かったです。
次回ぱからんは 9/8 で、その次は 11/10 です。

6/15 に野あそび会の親子で楽しむカタローヤを行いまし
た。夕方 6 時から牧場に集まって、焼きそば、トン汁を準備
から調理までをいっしょにやって、おいしく食べました。70
名を越す参加者だったので、十分に食べられたかな？
運動会や発表会の様子を撮ったビデオを映して、今年入っ
たメンバーにも活動の様子を見てもらいました。クイズで
は、ポニークルーのメンバーが活躍しました。
10 月に 2 回目を予定しています。
ぱからん終了後の話し合い

