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のと日和 
国立能登青少年交流の家 

４/１から「国立能登青年の家」の名称が新しくなりました 

ひびくことが、見つかります。 
2006初夏号 

N O T O B I Y O R I

［今号の内容］
●６月～９月のイベント情報
大学生・高校生・一般社会人等対象

●ホームページ便利活用術
●報告書が完成 ～ご活用ください～
●みなさまからの声
●コラム
「地元漁師に聞く羽咋の天気」
●HPキャンペーン
「能登ポストカードプレゼント」
●最新！施設インフォメーション
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「今働いていない」「働く意欲がない」ニートや、「就職に悩んでいる」方

能登の自然と人に触れ

「自分さがし」への旅立ちに参加しませんか？

青年のステップアップ支援事業

自然体験や生活体験、就労体験をする中で、自分に自信を持ち、社会と積極的に関わろうとする意欲や、自立心の向上を図る。
①６/27惜～29斥　②８/７席～11昔　③10/23席～28析　延べ２週間です　 おおむね25歳までのニート／10名　 全日程で20,000円

能登半島を舞台にした

夏のマウンテンバイクアドベンチャー。

子どもたちの一週間をサポートしたい方募集！！

サポート・トレ－ニング ～チャレンジ！能登一周～

不登校児童・生徒がマウンテンバイクで能登半島を一周します。途中、多彩なイベント・シュノーケリング等を体験。
８/20隻～27隻 ７泊８日　 大学生・社会人／10名　 23,000円

もっと自分の手で野外活動のよさを

全国に発信してみませんか？

そのための第一歩としての研修です。

野外活動指導者研修会

カヌー、サイクリング、ネイチャーゲーム、リスクマネジメント等の野外活動指導者育成のためのプログラムを実践し、指導方法を学ぶ。
７/14昔～17席　 野外活動に興味のある方／100名　 11,000円　共催：文部科学省・日本野外活動団体協議会

広げよう 

エコネット ！ 
「能登はやさしや土までも」

～忘れていたものがそこにあります～
能登の風土から環境を学び、環境教育プログラムをつくってみませんか？

能登を探る環境プロジェクト

能登の自然・風土・人をテーマとした活動を通して環境教育プログラムの開発を行い、環境教育について考える。能登を知る→能登を探る→能登を活かす。
８/４昔～６隻　２泊３日　 大学生・社会人・環境教育に関心のある方／25名　 4,800円

活動内容 期間 対象 参加費予定（食事・シーツ等洗濯代等）

ボランティア企画研修事業
事業をプロデュース①サマー編
みなさんの力でこの企画を
成功させてみませんか？

小学生を集めて体験活動事業を実施します。
８/19析～20隻
ボランティア活動に関心のある青年・社会人／20名
2,500円

８月 教職をめざす
ユース実践セミナー
子どもたちとの交流を通して、
教職への意欲と理解を高めよう！

小学生の体験活動への支援を行います。
９/12惜～15昔
教職をめざす大学生／20名
6,000円

９月

海＆スポーツ
好きな方へ

未知の海中世界！
スキューバダイビング
水の中って静かですよ。

ゆっくりとした時間の流れを体感しよう。

プールで基礎ダイビング練習、海での実践！
６/23昔～25隻
大学生・社会人／20名
18,000円

６月 チャレンジ！
ヨットセーリング
あなたも海の達人に
なってみませんか？

ヨットの入門編、海洋環境も考えます。
７/８析～９隻
小学５年～中学生／20名
2,530円（小学生） 2,560円（中学生）

７月

企画・運
営・広報にご活用ください！企画・運
営・広報にご活用ください！

～青少年教育関係者・企画担当者・学生の方へ～ 
H17年度の取組みとして２冊の報告書が完成しました。【カラー・A４サイズ】

ご希望の方には郵送いたします。担当：事業推進課 TEL 0767-22-3123（郵送代340円ご負担ください）

青年の今日的な課題に対応した取組み

【環境教育】
能登の自然とエコロジーキャンプ
【まちづくり】
地域活動企画セミナー

【不登校等少年サポート事業】
サポート・トレーニング　～チャレンジ！能登一周～
【キャリア教育推進事業】（高校生対象）
Thinking Your Work
【インターンシップ事業】（大学生対象）
教職をめざすユース実践セミナー

プログラムの開発に向けての
新たな取組み

学生の
みなさんへ

簡単です 

～申込みステップ～ 

電　話：0767-22-3123 
　　　　（8：30～17：30） 
メール：noto@seinen.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 
※内容を確認次第、施設から
のご返答をさせていただ
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
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最新！施設インフォメーション 

「部屋にゴミ箱がないの
が不便です。」

2006年３月

職員より222

コメントありがとうございます。
当施設では環境教育のひとつとして、館内にゴミ箱
を設置しておりません。宿泊される皆様には「ゴミを
持ち帰る」というご不便をおかけしております。一人
ひとりがゴミを減らすことについて考え、実践する機
会にしていただければと思っております。
Think globally, act locally…. ひとりの小さな取
り組みが、地球上のゴミ減量につながります。皆様の
ご理解とご協力をお願い致します。 ［事業推進課］

地元漁師に聞く羽咋の天気

新規登場！そば打ち体験
自分の手でそばを打って、そ
の味を体験してみませんか？
全身粉だらけになってそばと
格闘しましょう。女性でも男
性でも、初めての方でも、ぜ
ひ挑戦してください。エレベーターを

設置しました
この３月、新たにエレベー
ターを設置しました。主に
車椅子利用の方には、宿舎
棟から交流広場、そして食
堂への移動がスムーズにで
きるようになりました。

新しい施設名称について
４月１日から（独）国立青少年教育振興機構として新
たに発足したことにより「国立能登青少年交流の家」と
名称変更しました。今後は全年齢期の青少年・指導者
の皆さんにご利用いただきながら教育的サポートを
行って参ります。今後のご利用を職員一同、お待ちし
ております。

通年 10名～60名 1,500円／５名

プログラム紹介　第１回 カヌー編

★おもしろみ
普段の生活では滅多に経験できないことが手軽に体
験できます。思い切って参加して、緑豊かな自然の中
で湖面をスイスイ漕いでみませんか！

★ねらい
自然の中でカヌー体験を楽しみながら基本的な操作法

を学びます。また、生涯スポーツの観点から、スポーツ
に親しみスポーツの楽しさを味わっていただけます。

［編集後記］最後までご覧いただきありがとうございました。
リニューアルした広報誌の感想をお聞かせください。次号では、
イベント・ニュース・能登の風景をお届けします。 ［事業推進係　照井］

通年 10名～30名

「これからの季節、南西の
風と白山が見える次の日は、
風が強く海が荒れる。でも、
北西の風が昼間吹いて、夕方、
東の風に変わると海は穏やか
になる。」ぜひ空を見上げて、
海で活動する時の参考にして
みてください。

新連載
 

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@seinen.go.jp

※７/１から新しくメールアドレスが変わります。

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 

■期間限定！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 受付期間06年８月31日まで。アクセスお待ちしております。
URL  http://noto.niye.go.jp/

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