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国立能登青少年交流の家 

ひびくことが、見つかります。 
2006秋号 

N O T O B I Y O R I

［今号の内容］
●11月以降のイベント情報
●秋・冬もご利用ください！施設紹介
●ホームページ便利活用術
●利用者からのお手紙紹介
●みなさまからの声
●羽咋のイベント情報「鵜祭り」
●最新！施設インフォメーション
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「のとゆめファミリー」 

※写真は、今年８月に実施された「慎サマー編」の時の様子です。

ボランティアのパワーに期待します！
小学生の１泊２日のイベントを企画・運営してみませんか？

みなさんのボランティアに対する熱い思いを、

この企画にぶつけてみましょう！

ボランティア企画研修事業

子どもたちの１泊２日のイベントを企画し、体験活動の支援や子どもたちとのふれあいの中で、ボランティア活動の楽しさや喜び、
達成感や充実感を味わいます。
２/24析～25隻　１泊２日　 ボランティア活動に関心のある青年・社会人/20名程度　 2,500円

すぐそこにある異文化理解！ 外国人教師や留学生の参加であなたも国際交流してみませんか？

インターナショナルスクール2007

外国人教師や留学生の協力の下、いくつかの異文化を体験。お互いの文化を理解し、国際理解を深めます。
２/３析～２/４隻　１泊２日　 国際交流に関心がある高校生／100名　 1,760円

石川県出身で現日本代表男子バスケットボール・アシスタントコーチの東野智弥先生から技術を学ぼう！

スポーツ指導者講習会 ～中学校バスケットボール編～

実践を通して、顧問の指導方法を学び、選手の技術の向上を図ります。 11/11析～12隻　１泊２日
中学校バスケットボール部／顧問20名、選手200名（県中体連バスケットボール競技部推薦校） 生徒3,000円、顧問6,000円 後援：㈱モルテン、北國新聞社

活動内容 期間 対象 参加費予定（食事・シーツ等洗濯代等）

高校生リーダー育成事業

リーダー研修、パート練習、合奏など！
12/９析～10隻　１泊２日　 高等学校吹奏楽部員

吹奏楽部のリーダーとして研修をつみ、交流を深めよう。
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秋・冬もどんどんご利用ください！
「国立能登青少年交流の家は夏休みに利用するところ
だ」って思っていませんか？
実は、寒い時期にも活用できる施設がいっぱい！ぜひ
これからの時期にも、サークルやグループ活動、学習
活動などにご利用ください。

■体育館
部活動の合宿、レクリエーション、
地域のサークル活動等にぜひご利
用ください。これからの季節は平
日のご利用がおすすめです。

［設備・貸し出し用具］
バレーボールコート２面、バスケッ
トボールコート２面、バドミントン
コート６面、放送設備、卓球（台10、
防球ネット）、ジェットヒーター

お手紙いただきました。お手紙いただきました。
利用団体の皆様より、沢山のお手紙をいただきましたので、その一部をご紹介します。

４月～８月末で、延べ約７万５千人の皆様に、自然体験活動、研修等多くのご利用をいただきました。
これからも皆様のご利用を心よりお待ちしています。

o私たちは、宿泊学習でたくさんのことを学ぶことができました。私はカッター
を体験して、協力することの大切さなどを学ぶことができました。ここで学んだ
ことを学校生活にいかしていきたいです。 （中学２年女子）

o私はイブニングタイム、フレッシュタイムで他の学校と交流ができていい時
間だとおもいました。食事ではバイキングで栄養を考えてある食事でとてもおい
しかったです。２日間生活して、他の学校の人と話をしたり、学校ではできない
体験ができよかったです。 （中学１年男子）

簡単です 

～申込みステップ～ 

電　話：0767-22-3123 
　　　　（8：30～17：30） 
メール：noto@niye.go.jp

② メール・電話で問い合せ 

③ 詳しい案内が届きます 

④ 必要事項を記入＆返信 

⑤ 申込み手続き完了！ 

便利です 

～団体の代表者の皆様へ～ 
利用予定日・人数が決まりましたら、 
HPから問い合せが可能です。 

【方　法】 

お問い合せ 

HPへアクセス 

送　　信 
※内容を確認し、ご返答
させていただきます。
お気軽にお問い合せく
ださい。 

① 事業を選ぶ 

お問い合せフォーム 

必要事項を入力 

参加したい 
イベントがある時は… 

HPから 
お問い合せできます！ 

ホー
ムページ便利活用術

国立能登青少年交流の家

■講　堂
500人収容可能です。講演会、研
究集会、レクリエーション、楽器
演奏等にご利用いただけます。

［設備・貸し出し用具］
冷暖房完備、グランドピアノ、
プロジェクター、OHP、放送設備

■研修室
視聴覚室、大研修室の他、広さの
異なる研修室が８つあります。
学校団体の勉強合宿、企業研修等
にご利用いただけます。

［設備・貸し出し用具］
冷暖房完備、OHP、プロジェクター、
放送設備、アップライトピアノ

施設紹介
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最新！施設インフォメーション 

「グラウンドがデコボコで少し不満です。
常に万全の状態にして欲しいです。」

職員より222

グラウンドは120m×
90mの広さがあり、多
種目の運動が可能です。
昨年までは砂地であった
ため雨天時の活動後はデ
コボコが残ってしまい、
後の活動団体に迷惑をか
けていました。
しかし、今年からは

この問題をクリアする
ためにグラウンドを全面芝生にして整備しました。
活動時に衣服に土が付かず爽やかな気持ちでスポー
ツできるように整いましたので、これからも競技や軽
スポーツ、レクリエーション等の活動にお使いくだ
さい。 ［事業推進課］

羽咋のイベント情報
鵜祭り（気多大社）

AED（自動体外式除細動器）を事務
室に設置しました。

プログラム紹介 第２回
科学体験プログラム（小学生向け）

★おもしろみ
GEMSの教材である「ウーブレック」を使用し、謎の
物体を解明する、科学者の仕事を体験できます。みな
さんもぜひ、体験してみませんか？
※GEMSとは…ローレンスホール科学教育研究所で20年近く研究さ

れ続けてきた科学・数学のカリキュラムの１つです。

★ねらい
謎の物体「ウーブレック」を通して、科学的なものの見方、

考え方、想像力を育てながら、科学の楽しさを学びます。

［編集後記］日に日に寒くなり、秋も深まってきましたね。今号では、
これからの寒い時期でもみなさんに楽しく利用していただけるイベン
ト・設備を中心にご紹介しました。次号もお楽しみに！ ［総務係 多嶋］

通年 12～48名（１班５～６名）

毎年12月16日に羽咋市の
気多大社で行われる「鵜祭り」。
闇と寒気の中で、一羽の鵜と
神職、鵜捕部（うとりべ）によ
り執り行われる、国重要無形
民俗文化財にも指定されてい
る奇祭です。
鵜は毎年、七尾市鵜浦町で昔ながらの原始的な秘法
により生け捕られ、葦で編んだ籠で３人の鵜捕部によ
り徒歩３日がかりで本殿に運び込まれます。神職と鵜
捕部の問答のあと鵜を放つと、鵜はローソクの燈を目
当てに案と呼ばれる木製の台に止まります。鵜が放た
れてから台に止まるまでのその行動やすばやさなどか
ら、翌年の農業、漁業などの吉凶が占われ、その後鵜
は、大社の前に広がる寺家海岸で空に放たれます。
この祭りは、大国主命（おおくにぬしのみこと）に御
門主比呂（みかどぬしひこ）が鵜を献上したのが起源と
もいわれており、加賀藩祖の前田利家もこの鵜祭りの
行事を大変重んじていたと伝えられています。

みなさまからの声

〒925-8530 石川県羽咋市柴垣町14-5-6
TEL 0767-22-3123（事業推進課・利用案内）
FAX 0767-22-3125
E-mail  noto@niye.go.jp
URL  http://noto.niye.go.jp/

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立能登青少年交流の家
National Noto Youth Friendship Center
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独立行政法人国立青少年教育振興機構 

国立能登青少年交流の家 

看　板 
国立能登青少年交流の家 

■好評につき、再びHPキャンペーン実施決定！能登の風景をお届けします！HPにアクセスするとオリジナルポストカードプレゼント
HPアクセス→能登の風景お届けします！→入力→送信 アクセスお待ちしております。 URL  http://noto.niye.go.jp/

http://noto.niye.go.jp/

AEDとは…突然の心停止（心臓突然死）から命を救う
ための装置です。痙攣を起こした心臓に電気ショック
を与え、正常な状態に戻します。
操作は音声ガイダンスにより指示され、電気ショッ
クが必要かどうかもAEDが判断します。高度な専門知
識を必要とせず、
安心して簡単に操
作することができ
る装置です。
2004年７月１

日より医師や救急
救命士だけでな
く、一般市民も使
用できるようにな
りました。

連載
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