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もうすぐ春ですね～ 

のと日和 ひびくことが、見つかります。 
2008春号 

［今号の内容］
●４月～６月のイベント情報
○『幸せの連続シリーズ』紹介
○ホームページ便利活用術
○20年度利用受付について
○みなさまからの声
○春を告げる「雪割草」
○最新！施設インフォメーション
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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では、昨年12月から３月までの期間、地域の
方々に多様な体験活動を提供し、交流の家の教育機能の理解や施設を身近
に感じてもらい、今後の利用拡大につなげようと施設開放事業をシリーズ
で実施しています。
昨年末実施した第１弾「ケーキ作り＆コン
サート」には、定員を超える親子がケーキ作り
を楽しみ、地元の高校のハンドベル部や吹奏
楽部が演奏するコンサートを鑑賞しました。
１月には、第２弾として金沢大学の学生サー
クル「サイエンス・ラボ」の協力を得て「おも
しろ実験教室」を実施しました。２月には小松
市大杉ミュージカルシアターとの連携で「子
どもミュージカル
『よくばり天狗Ⅲ』」
を上演しました。
今後も下記の２

つの催しを企画し
ています。みなさ
まのご来場をお待
ちしています。

桜　ま　つ　り

やる気！元気！ボランティア！

未知の海中世界！スキューバ環境ダイビング

あなたが今やりたいこと、応援します!!

その１ 豚汁100食無料サービス（10：00～なくなり次第終了）
その２ ストラックアウト大会 （13：30～15：30）※ビンゴした方にはステキな景品をプレゼント
その３ カヌー体験 （13：30～15：30）※カヌー体験のみ、事前申し込みが必要です。
その４ グリル「のと」の出店 （10：00～16：00）※飲み物、お菓子、おつまみを販売します。
平成20年３月31日席～４月13日隻【予定】 イベントその１～３は無料

今年もやります！日曜日限定イベント！

「やさしい気持ちにさせてあげたい！」、「やさしい気持ちに
なりたい！」…“ボランティア”とは、いろんな気持ちを人
と分かち合えるココロの交流です。
素晴らしい出会いがあなたを待っています。

「こんなことができたら…」「あんなことをしてみたい！」
自由な発想で、これらに挑戦してみませんか！
能登青少年交流の家がお手伝いします。

スキューバダイビングを通して海洋環境を学びませんか？
海や海岸はあなたの力で生まれ変わることができます。

青年のみなさんが自分たちの興味・関心にそって主体的な活動を行う実践の場です。実施期日や活動内容は参加者自身が決め、これ
らを当交流の家が支援するといった画期的な事業です。 平成20年６月～平成21年３月　 青年／50名
活動期間中の食費と保険代等

ボランティアの基礎知識、救急救命講習、野外炊飯、レクリエーションなどの体験活動
平成20年４月25日昔～27日隻　２泊３日　 ボランティア活動に関心のある高校生・大学生・専門学校生・社会人／30名
3,000円

海洋環境をスキューバダイビングやビーチコーミング、磯場観察
などのバラエティーに富んだ活動の中で学んでいきます。輝く日差し
と海が皆さんのフィールドです。
平成20年６月６日昔～６月８日隻　２泊３日
大学生・一般／20名　 24,500円（予定）

活動内容 期間 対象 参加費予定（食事・シーツ等洗濯代等）

「ケーキ作り＆コンサート」
親子でケーキ作り

「おもしろ実験教室」
学生から説明を受ける参加者

「子どもミュージカル」
『よくばり天狗Ⅲ』

平成20年度利用受付について 
平成20年４月１日から平成21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。 

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

10月１日からのご利用につきまし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。 

プログラム調整 
会開催日 利　　用　　日 

Ｈ20.２.22昔 

Ｈ20.４.11昔 

Ｈ20.５.９昔 

Ｈ20.６.15隻 

Ｈ20.７.４昔 

 

Ｈ20.４.１惜～Ｈ20.５.16昔 

Ｈ20.５.17析～Ｈ20.６.15隻 

Ｈ20.６.16席～Ｈ20.７.18昔 

Ｈ20.７.19析～Ｈ20.８.17隻 

Ｈ20.８.18席～Ｈ20.９.30惜 

 

プログラム調整会開催日のご案内 

すでにご利用の申込みをいただいている団体のみなさまへ 

地域と連携し、シリーズで施設開放

第４弾

映画＆ジャグリングショー
日時：３月２日隻

10：00～
対象：小学生・保護者
内容：みんなの大好きなアニメ（それい

け！アンパンマン「シャボン玉
のプルン」）と金沢大学生のジャ
グリングショーです。

第５弾

映画＆絵本の読み聞かせ
日時：３月23日隻

９：30～
対象：小学生・保護者
内容：アニメ（シュレッ

ク３）と絵本で
親子の絆を深め
ます。

平成20年度　前半プログラム紹介
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最新！施設インフォメーション 

「講師の先生によって指導法に違いが…」

職員より222

カッターの指導では、「カッターは厳しく疲れまし
たが、全員で息を合わせると気持ちよく進むことがで
き、いい思い出になりました。」「厳しい指導であった
が、時にはこのような指導も必要であると感じた。」
という肯定的な意見がある半面、「講師の先生によっ
て指導法に違いがあり、叱咤されることが多かった。」
「児童の中には特別な支援が必要な児童もおり、指導
の際に考慮してほしい。」という意見・要望も寄せられ
ています。当交流の家では、「研修支援事業の指導法
の充実に関する協議会」において、これらの点につい
て十分に討議を行いました。今後の対応として、活動
が始まる前に団体の代表者との話し合いの時間を持
ち、活動のねらいや気がかりな児童生徒についての情
報交換を行い、活動指導者と団体指導者とが共通理解
をもって、子どもたちの活動がより充実したものにな
るよう努力して参ります。利用者の皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。

ご存じですか『春の訪れ』雪割草の群生地

施設改修報告
利用者の皆様にご迷惑を
おかけしていましたプール
棟の耐震工事が、11月
30日に完了しました。
より安全にプール活動（水泳・カヌー）ができるよ

うになりました。皆様のご利用をお待ちしております。

文部科学大臣社会教育功労者表彰
松本　昭二氏（平成19年12月受賞）
日展作家として培った経験を生か

し、当交流の家において永年に渡り陶
芸指導に携わり、青少年の情操教育や
健全育成に貢献したことが認められ、
文部科学大臣より表彰されました。

みなさまからの声
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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→キャンペーンのお知らせ→入力→送信 アクセスお待ちしております。 URL  http://noto.niye.go.jp/

奥能登最後の秘境と
いわれる猿山岬（輪島市
門前町）の自然歩道に雪
割草の群生地がありま
す。東北地方から中・
四国地方迄の低山地に
見られ、早春まだ雪が
残っている３～４月頃に雪を割って可憐な花を咲かせ
るので雪割草と呼ばれています。
また、艶のある葉は３つに別れていてトランプの

「クラブ」に似ているため別名「ミスミソウ（三角草）」と
も呼ばれるそうです。
猿山岬の雪割草の群生地は約８ヘクタールにもわた
り、一切人の手が入ることはなく自然のままに自生し
た雪割草としては日本一の群生地だそうです。その景
観は感動的で、圧倒的な見事さと言われています。
今年も暖冬で雪が少ないですが、花の咲く頃にちょっ
と足を伸ばして探しに行かれてみては、いかがですか？

〒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

国立能登青少年交流の家は，
チームマイナス6％に参加しています。

プログラム紹介
第６回　アーチェリー編

全国の国立青少年教育27施設の内、アーチェリー
の活動ができるのは当交流の家だけです。利用者の人
気も高く、当所の自然体験活動のベスト５は、カッ
ター・カヌー・アーチェリー・ディスクゴルフ・野
外炊飯ですが、ここ数年アーチェリーの人気No.１が
続いています。昨年の活動回数は132回を数えました。
洋弓を使い的を射る
シンプルなスポー
ツですが、身体だけ
でなく集中力も要す
るメンタルなスポー
ツです。的に当てる
ことを通して集中力
を育み、「心・技・体」
の調和の大切さを理
解します。

３月～11月

10～50名
連載
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