
国立能登青少年交流の家・桜の森 

春をさがしに 
　　　きませんか 

のと日和 
国立能登青少年交流の家 

ひびくことが、見つかります。 
2007冬号 

N O T O B I Y O R I

［今号の内容］
●新規活動プログラム紹介
●ホームページリニューアルの紹介
●ホームページ便利活用術
●19年度利用受付について
●みなさまからの声
●地元紹介
●施設改修情報
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指導方法 期間 対象 経費 所要時間 準備物 他 その他

平成19年度
利用受付について平成19年度
利用受付について

平成19年４月１日から20年３月31日までのご利用の受付が始まっております。
ご予定が決まりましたら、事前にお問い合わせの上、是非ご利用ください。

プログラム調整会開催日のご案内

※プログラム調整会とは…
利用当日のプログラムが円滑に運営できるように、利用団体間で
活動の内容や場所及び時間等の調整をします。

10月１日からのご利用については各団体代表者と交流の家職員と
が直接電話等によりプログラムの調整を行います。

すでにご利用の予約をいただいている団体のみなさまへ 

簡単です 

～申込みステップ～ 

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

② メール・電話でお問い合わせ 

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 お問い合わせが可能です。 

【方　法】 

お問い合わせ 

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。
お気軽にお問い合わせ
ください。 

① 事業を選ぶ 

お問い合わせフォーム 

必要事項を入力 

参加したい 
イベントがある時は… 

HPから 
お問い合わせできます！ 

ホー
ムページ便利活用術

国立能登青少年交流の家

プログラム調整会
開催日

利　　用　　日

H１９．２．２３昔H１９．４．６昔～H１９．５．１３隻

H１９．４．１３昔H１９．５．１４席～H１９．６．１０隻

H１９．５．１１昔H１９．６．１１席～H１９．７．１３昔

H１９．６．１０隻H１９．７．１４析～H１９．８．１２隻

H１９．６．２９昔H１９．８．１３席～H１９．９．３０隻

火おこし 火おこし 
火おこしの道具を使い、古代の火おこしを体験する中で、
古代の人々の知恵や苦労を体験します。

火おこし まが玉作り 
原石を石に擦りつけてまが玉の形を作って、ペンダント風
に仕上げます。古代人のファッションを感じるとともに、
忍耐力をはぐくみます。

非常勤講師または職員が指導　 ４月～10月
小学校高学年以上　10名～60名まで　 無料
準備、後片付けを含めて１時間30分程度　 特になし
野外炊飯と組み合わせて行うと効果的です。他 

非常勤講師が指導　　 通年
小学校低学年以上　20名～50名まで　　 無料
準備、後片付けを含めて２時間程度　　 鉛筆、消しゴム、軍手

火おこし 貝殻クラフト 
いろいろな色や形の綺麗な貝殻を使って、創造性豊かに貝
殻クラフトを作ります。感性を磨き、集中力を高めます。

火おこし 塩づくり 
交流の家近くの柴
垣海岸で、海水を
煮詰めて天然の塩
を作ります。わず
かな塩を作る苦労
を知り、食べ物を
大切にする心を育
てます。

非常勤講師または職員が指導　 ７月～８月
小学校高学年以上　10名～50名まで　 １人100円
移動、準備、後片付けを含めて３時間程度
軍手、スプーン、プラスチックケース

非常勤講師または職員が指導　　 通年
小学校高学年以上　10名～40名まで
１人500円　 準備、後片付けを含めて４時間程度
箸、ふきん、タオル等
そばアレルギーの方がいないか、必ず確認してください。他 

火おこし そば打ち体験 
そば打ちの基本的
な技術を習得し、
仲間と一緒に食事
を作ること、食べ
ることの楽しさを
知り、協調性を育
てます。

自主活動　 通年　 小学校低学年以上　100名まで
１人200円　 準備、後片付けを含めて１時間30分程度 色鉛筆

『ホームページ』リニューアル
昨年の12月11日にホームページをリニューアルしました。もうご覧になった方
もいらっしゃるでしょう。
今までのホームページも利用者の評判がよかったのですが、更にパワーアップ！
利用者にとって便利で情報満載となっております。一度クリックしてみてください。

新規活動プログラム紹介

新しい情報掲載 
一画面で見やすい 

各種申し込み書類がダウンロードOK
デザイン一新 

URL http://noto.niye.go.jp/
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最新！施設インフォメーション 

「研修室や宿舎の冷暖房をもっときかせて
ほしい。」

職員より222

ご意見ありがと
うございます。
当施設では環境
教育のひとつとし
て、冷暖房の運転
期間や時間帯を設
定しております。
皆様には大変ご不
便をおかけしてお
ります。
Think globally, act locally…. ひとりの小さな取
り組みが、地球温暖化防止につながります。皆様のご
理解とご協力をお願いいたします。 ［事業推進課］

冬季羽咋の美しい光景「邑
おう

知
ち

潟
がた

の白鳥」

施設改修情報
プログラム紹介 第３回

カッター編

★おもしろみ
ふだん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。みんなの力が一つになったとき約３～４
ノット（ちょっと頑張って歩く速さ）のスピードがでます。
仲間と息を合わせて力強く櫂

かい

を漕いでみませんか。

★ねらい
協力してカッターを漕ぐことで、団体活動における
規律や協力の大切さを体験するとともに、あきらめず
に最後までがんばろうとする心を育てます。

［編集後記］新年あけましておめでとうございます。本年もど
うぞよろしくお願いします。今号では今後の利用に役立つ情報
を満載しました。次号もお楽しみに。［企画指導専門職　今井］

４月～10月 １艇24名　２艇48名（中学生以下のとき、１艇20名以上必要です）

ここ邑知潟には10月末
～３月末までの５ヶ月
間、はるばるシベリアよ
り、ハクチョウやカモの
なかま達が餌をもとめ冬
を過ごすためにやってき
ます。ここには、寝る場
所と自然の餌があるからです。夜は潟の中州や浅瀬で、
かたまって寝ています。夜明けとともに田へ餌とり
に行きます。日中は田で餌を採ったり休んだりして
過ごし、夕方から日没後に塒（ねぐら）へ戻ります。
ハクチョウが好んで食べるものは、水田の落ち穂・
二番穂・雑草のスズメノカタビラなどです。ハクチョ
ウは家族の絆が強く、そろって行動します。首を上下
にふって移動の合図をしたり、にぎやかに鳴きあった
りします。
野鳥たちに一番大切なものは、安心して餌とりが出
来て休息や寝る場所がある自然環境です。田の白鳥の
家族には近づかないよう、あたたかく見守りましょう。

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 

■能登の風景をお届けします！キャンペーン実施中！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/

昨年12月からの特別研修棟改修工事に伴い利用者
の皆様には、大変ご迷惑をおかけしております。
屋上の防水工事、音楽室・工芸室の床フローリング
化及びボランティア談話室の設置等を行い、２月末に
竣工予定です。リニューアルにより、より快適に活動
できますので、皆様のご利用をお待ちしております。

連載
 

m009_0133783のと日和02  07.1.31  1:42 PM  ページ4


	hpfuyubiyori
	のと日和_01
	のと日和_02

	のと日和_03

