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報道関係者各位                              2020 年 5 月 1 日 （金） 

アクトインディ株式会社 

 

Stay Home のお家時間にわくわくを！ 

身近な自然や四季を楽しむオンライン四季冒険部のサービスを開始 

アクトインディ株式会社(本社：東京都品川区 代表：下元敬道)が企画運営する、親子向け体験事業サービス「いこーよ四季

冒険部」では、2020 年 5 月 1 日（金）より、お家で過ごす時間がわくわくするような参加・体験型の「オンラインいこーよ四季冒険

部」のサービスを開始致しました。 

 

 

いこーよ四季冒険部では、今まで様々な地域の方々と連携しながら親子を対象にした現地集合型の自然・農業体験を実施して

いました。しかし、昨今の新型コロナウイルスによって現地でのリアルな体験イベントの開催は困難な状況です。同じように多くの親子も

「STAY HOME 週間」等外出の自粛が求められる中で、リアルな体験の機会が減少していると思われます。そこで、四季冒険部では

普段協力頂いている地域の皆様や大学生にご協力を頂きながら、オンラインを手段としたリアルな参加型・体験型のサービス提供を

開始いたしました。 

 

【開始する 3 つのサービス】 

1. オンライン四季冒険部として無料のチャットサービス 

2. オンライン通話システムを使用した、有料のオンライン農業体験や自然体験 

3. お家時間をわくわくにする 親子自然体験 BOX の販売 
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1. オンライン四季冒険部として無料のチャットサービス 

 日常生活やお家時間をわくわくするような時間にするため、参加・体験型のコミュニティを LINE 上につくりました。誰もがいつでも無

料で参加できます。※「LINE」は LINE 株式会社の商標または登録商標です。 

 

（１）オープンチャット限定イベントへ参加！ 

LINE のリレー機能を利用して、「みんなで作る！窓から見えるおもしろ雲図鑑」や「みんなで作る

料理図鑑」等、身近な自然や四季を通したイベントにご参加頂けます。 

 

開催日：2020 年 5 月 1 日～ 

参加方法：下記の QR コードよりコミュニティに参加後、興味のあるイベントテーマを選び写真や

コメントを登録 

対象：お子様が楽しんで参加できるようであれば何歳からでも OK です 

定員：なし 

※開催中のイベントは、「大事なノート」に登録されています。 

※毎週金曜日の 18:00 頃に「週刊 投稿写真(ムービー)Pick Up！」をノートにて配信していきます。 

※下記、「親子自然体験 BOX」と連動するイベントも計画中！お家時間がもっとわくわくに！ 

 

（２）週 5 日の 1 日一問クイズに挑戦！ 

投票機能を利用して、植物や昆虫、文化等、一週間ごとに変わるテーマの四季折々のクイズに挑

戦します！難易度は、LV1(3~4 歳向け)から LV5(11 歳以上)に徐々に上がっていきますので、

是非親子で楽しんでくださいね。 

 

開催日：2020 年 5 月 3(日)～ 

（※日～木の 12:00 頃に毎日配信。翌日の 12:00 頃にクイズの答えを発表） 

参加方法：下記の QR コードよりコミュニティに参加後、トーク画面に所定の時間になるとクイズを

発表 

対象：3 歳位から～小学生まで 

定員：なし 
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（３）「家族にわくわくする時間を提案！ 週末 DIARY」 

毎週土曜日の朝の 10 時頃に 2 人のスタッフが、交互にいろいろな植物あそび方や、普段見られ

ない生き物の様子についてのノート記事「週末 DIARY」を配信していきます。 

 

開催日：2020 年 5 月 2(土)10：00～ 

（※毎週土曜日の朝 10 時に頃に配信） 

参加方法：下記の QR コードよりコミュニティに参加後、ノートにて記事配信、トークにてシェアされ

ます 

対象：3 歳ぐらいから～小学生 

定員：なし 

 

■「日常にわくわくを！ オンライン四季冒険部」LINE オープンチャットの登録方法 

下記 URL もしくは QR コードからご登録ください。 

https://line.me/ti/g2/OkYgHuNNviRARKwHyPshOQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_

campaign=default 

※弊社における個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針に基づいて行われます。 

 

 

 

 

2. オンライン通話システムを使用した、有料のオンライン農業体験や自然体験を開始 

 オープンチャットでは物足りない人向けに、Web 会議システム Zoom を利用した有料のお家で参加できるオンライン農業体験や近

所の公園で楽しめる自然体験を開始致します。※「ZOOM」は Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国

における登録商標または商標です。 

 

（１）お家で参加！クイズで GET した野菜がお家に届く！農家さんと食育体験 

農家さんと Zoom で繋がりながら、農家さんから出される畑の作物クイズに挑戦！ク

イズの後は収穫できる作物は Zoom 越しに農家さんが収穫。その後、すぐに箱詰めされ

て、お家へ採れたて野菜が届きます。「野菜が食べたい！」という気持ちを育む、とってお

きの食育体験です！ 

 

対象年齢：ルールを理解しクイズが楽しめる 4 歳以上を推奨（4 歳未満のお子様の

場合は、大人が楽しみながら面白さをお子様に伝えてあげて下さい） 

開催日時：6/21(日) 10:00~10:40、13:00~13:40 ※1 日 2 回開催 

料金(1 家族)：2,000 円 (税込) ※野菜の送料は着払いで参加者ご負担となります。 

1 回当たりの募集組数：各回 8 家族 

申込・詳細 URL：https://iko-yo.net/events/231883/news/58037 

https://line.me/ti/g2/OkYgHuNNviRARKwHyPshOQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/OkYgHuNNviRARKwHyPshOQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://actindi.net/personal_data/
https://iko-yo.net/events/231883/news/58037
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【担当講師】 

大野博則（おおの ひろのり）：OONO FARM 農家 

1984 年生まれ。埼玉県狭山市出身。代々農家で、尊敬する祖父『大野里平』のように真の百

姓を目指し、意識の向上と技術を磨くため、日頃から自己研鑽を怠らない元釣具屋。趣味はアウ

トドア。特技は、投網。ニワトリを最近飼いだしまして、自然派の農家らしいかと(笑) 

 

 

 

 

 

（２）家周辺で参加 近所の公園で自然体験！樹木医とおもしろ植物ビンゴに挑戦 

近所の公園等で五感を使うビンゴを使いながら、樹木医の方と Zoom で繋がり

ながら、「ふわふわ」や「いいにおい」、「かおみたいな形」等色々なおもしろい植物を

探します。いざ、近所の公園でおもしろ植物を探す冒険へ！ 

 

対象年齢：ルールを理解しビンゴが楽しめる 4 歳以上を推奨（4 歳未満のお子

様の場合は、大人が楽しみながら面白さをお子様に伝えてあげて下さい） 

開催日時：6/14(日) ※1 日 4 回実施 

10:00~10:40、11:00~11:40、13:00~13:40、14:00~14:40 

※緊急事態宣言の状況を鑑み中止になる場合もございます。 

料金(親子 1 組)：2,000 円＋参加者数分の保険料(1 人 100 円) (税込) 

※親子 1 組とは大人 2 名と子ども 1 名の計 3 名の事を指します。 

※※活動中の安全管理上、お子様のみでのご参加はご遠慮ください。 

1 回あたりの募集組数：限定 2 組 

申込・詳細 URL：https://iko-yo.net/events/231460/news/57634 

 

【担当講師】 

岩谷美苗（いわたに みなえ）：樹木医、日本初の女性森林インストラクター 

1967 年、島根県の兼業農家に生まれる。探検部に入部したことで野生の本能がめざめ、山に入り

浸ってキノコにはまる。大学卒業後、森林インストラクター第一期の試験に合格し、たまたま女性初

の森林インストラクターとなる。味をしめて樹木医の試験も受け、1998 年、樹木医に。著書は、『子

どもと木であそぶ』（東京書籍）ほか。『街の木ウォッチング』は、全国学校図書館協議会・第 50

回（2017 年）夏休みの本（緑陰図書）、中学校の部に選定。 

ブログ「街の木コレクション」：https://namife.hatenablog.com/ 

 

上記イベントの他、今後も随時オンライン体験イベントを増やしてまいります。その他、募集中のオンライン体験について詳しくは公式ペ

ージをご覧ください。（URL: https://iko-yo.net/topics/bouken）  

https://iko-yo.net/events/231460/news/57634
https://namife.hatenablog.com/
https://iko-yo.net/topics/bouken
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3. お家時間をわくわくにする 親子自然体験 BOX の販売 

 これまでにも、子どもたちの為に一緒に体験を創って下さっている各地の農家さんや、業者さんと一緒に Stay Home でも楽しめる

親子自然体験 BOX を販売開始致します。 

 

親子自然 BOX の内容 

親子自然体験 BOX には 3 つのわくわくが詰まっています。 

わくわく①：季節の野菜がお家に届きます！ 

お申込みいただいた季節に合った旬の野菜をお届けします。何が届くかはお楽しみ！普段から四季冒険部の体験を一緒にして下

さっている農家さんならではのチョイスで、子どもたちでも安心して食べて頂けるお野菜をお送りします。野菜本来の形の多様さ等も

楽しみながら、おうちの料理時間や食事時間を親子の食育コミュニケーションの場にしてください。 

わくわく②：お家を檜風呂タイムに！檜チップが届きます！ 

檜チップが 2 セット入っています。チップをお風呂に入れると、檜の香りがあふれる檜風呂気分を楽しめます。お家のお風呂タイムを

素敵にできるアイテムです。 

わくわく③：季節ごとの体験セットがお家に届きます！ 

カブトムシの幼虫飼育セットやみそ作りセット等季節に応じた体験セットをお届けします。是非、季節ならではの体験をお家で楽し

んでみてくださいね！※販売ページにて体験セットの内容を公開しています。 

 

親子自然 BOX について 

価格：1BOX、6,000 円（税込、送料別） 

購入方法：商品詳細や購入方法については、下記の販売ページよりお申込みください 

販売ページ：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01bch010yfbqc.html 

■今後、LINE オープンチャットの無料イベントとの連動企画も準備中です！お楽しみに！ 

  

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01bch010yfbqc.html
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「いこーよ四季冒険部」担当 石川大晃（いしかわ ひろあき）より 

Stay Home だからこそ、日常生活の中で身近な自然や四季を楽しみ、日々わくわくしながら過ごす

人を少しでも増やせればと考えております。先が見えない今だからこそ、今を「楽しむ機会を増やす事」

がとっても大切です！一緒に、新型コロナを乗り越えていきましょう！！ 

 

 

 

 

「いこーよ四季冒険部」概要 

「子どもの可能性を広げる」をキャッチフレーズに、農業体験や自然体験等、普段できない四季折々の
自然体験に挑戦できる機会を創出しています。現在、埼玉県狭山市、飯能市で活動を実施。今後、東
京都町田市や神奈川県厚木市などにも活動を展開予定。子どもの可能性が広がる場を生み出し続けま
す。また、開催地域の人たちと密着して体験活動を展開することで、地域の価値を次世代に残していくお
手伝いもしています。 

いこーよ四季冒険部 URL: https://iko-yo.net/topics/bouken 
オンラインいこーよ四季冒険部 URL：https://iko-yo.net/specials/bouken-online 
 
 

「いこーよ」の運営会社について 
社名：アクトインディ株式会社 
所在地：東京都品川区西五反田１-27-2 ヒューリック五反田ビル 8 階 
代表取締役：下元敬道 （しももと たかみち） 
設立：2003 年 6 月  
従業員数：111 名（時短社員等を含む。2020 年 2 月 25 日現在） 
主な事業：子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（https://iko-yo.net）の企画運営 
URL：https://actindi.net 
子会社・関連法人：せいざん株式会社（シニア向け事業）、一般社団法人次世代価値コンソーシアム（社会貢献活動） 
受賞歴等： 

・「共働き子育てしやすい企業グランプリ 2019」第 24 位（主催：日経 DUAL）2019 年 
・「VLED 勝手表彰」優秀賞、ＡＳＰＩＣ・ますます発展していこーよ賞、日本マイクロソフト賞（主催：一般社団法人オープン＆

ビッグデータ活用・地方創生推進機構）2018 年度 
・平成 30 年度東京ライフ・ワーク・バランス認定企業 （主催：東京都）2018 年 
・「東京都オープンデータアプリコンテスト」東京都知事賞（主催：東京都）2018 年 
・「Alexa スキルアワード 2018」子育て支援部門賞、世の中あかるくしてくれ賞（主催：アマゾンジャパン株式会社）2018 年 
・「第 11 回 キッズデザイン賞」キッズデザイン協議会会長賞（主催：キッズデザイン協議会、後援：経済産業省、消費者庁、内

閣府）2017 年 
・「Ruby biz グランプリ 2017」（主催：Ruby biz グランプリ実行委員会/島根県）2017 年 
・「ウッドデザイン賞 2017」（主催：ウッドデザイン賞 運営事務局、林野庁補助事業）2017 年 
・「第 4 回グッドライフアワード」実行委員会特別賞（主催：環境省）2016 年 

https://iko-yo.net/topics/bouken
https://iko-yo.net/specials/bouken-online
https://actindi.net/

