業務時間：8
業務時間：8：30～
30～17：
17：30

●

施設案内

どんな施設
んな施設なの
施設なの？
なの？

●

休所日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合、その翌日）

誰でも利用できるの？
誰でも利用できるの？

社会教育の振興に資することを目的に設置され
た施設です。
何ができるの？
何ができるの？

２名以上の団体なら、家族でもサークルでも、企
業や職場の仲間でも誰でも利用可能です。
。
赤嶺内科

どこにあるの？

自然体験活動

団体宿泊訓練

スポーツ

北口

北

名護市街から1.6ｋｍ
71

各種研修

ワークショップ

野外プログラム

標高135ｍ
県立北部病院

設備は？
設備は？
運動広場

天体観測デッキ
至本部

ハイキング・登山コース

浴室

食堂

体育館

講堂

58

研修室

宿泊室

ご予約からご利用までの流れ

東江中

84

至許田

南口

キャンプ場

名護⻘少年の家

写真：ハイキングコースに咲くツルラン

名護中央公園
オリオンビール
名護博物館

18

3．利用予定日の2週間前までに、スタッフと打ち合

マスコットキャラクター愛称募集中！

わせや施設の下見を行います。
1.

利用希望日が決まったら、お電話ください。
4. ご利用日当日は、スタッフが適宜研修をサポート

名護青少年の家にカメが仲間入り！？

推定年齢5才のリ

｢空き状況｣を確認します(仮予約）
。

クガメ、オスです。ひょんなことから当所にやってきて、

いたします。
2． 利用予定日の1ヶ月前までに、申請書※をご送付

はや2カ月間が過ぎました。今日も元気に本館中庭で野菜を
※申請書は当施設HPよりダウンロードしてください。
ください（本予約）
。

食べ、所内を歩き回っています。
そこで、そんなカメの愛称を皆さまより募集します。本

◆

宿泊・施設利用料金
館1Ｆロビーのご意見箱へ応募用紙を投函するか、当所のＨ
種類

宿泊室

キャンプ場

野外炊飯

研修・訓練室

体育館・講堂

Ｐよりご応募ください。募集期間は9月30日まで。詳細はＨ

（テント泊）

(薪代)

※団体あたり

※団体あたり

Ｐにて。
素敵な名前をつけてあげてね

児童・生徒

３００円／人

１５０円／人

５０円／人 １５０円／時間 ３５０円／時間

６００円／人

２５０円／人

５０円／人 ３５０円／時間 ７００円／時間

学生・一般
※学校等の教育課程に基づく教育活動で利用する場合、予め免除申請書を提出いただければ、高校生以下の児童・生徒

ツルラン(鶴蘭)
ラン科 エビネ属

山地の自然林の林床に生育し、花茎が最大で80cmぐ
らいにもなる大型の地生ランです。和名の由来は花姿
がタンチョウヅルをイメージさせることから名付けら
れました。

の利用料金が免除されます(但し、食事代とシーツ代、薪代は別途必要となります）。

学名:〈Calanthe triplicata〉
発行

2013年
年(平成
平成25年
平成 年)

8月
月1日
日 (水
水)

ブログ
も見てね！

名護市名護5511
名護市名護
TEL:
:0980-52-2076 FAX:
:0980-52-3082
h p://www.
.opnyc.jp/

開花時期 は6月～ 9月で白色の花が次 々と長期間
咲 き ま す。夏に咲くエビネの一種であることから、
沖縄に自生するオナガエビネなどとともに「夏エビ
ネ」とも呼ばれます。
県内では沖縄島・石垣島・西表島、県外では小笠
原・九 州 南 部・台 湾・東 南 ア ジ ア・オ ー ス ト ラ リ
ア、マダガスカル等と広く分布します。
かつては普通に見られる種でしたが、森林伐採、園
芸用の採集などにより数が激減してきています。今で
は環境省のレッドリスト、沖縄県のレッドデータブッ
クで絶滅危惧II類に指定されるほど希少な植物です。

指定管理者

QRコード
専門職員
名護岳ハイキングコースで見頃を迎えたツルラン（7月23日撮影）

宮里大悟

事業報告

お客様の声担当より

食堂に「アレルギー成分掲示板」

本館１Ｆロビーにご
意見箱を設置しまし

自主事業

た。皆様のお声をお聞

親子ふれあいキャンプⅡ

かせください。記入用
紙は各宿泊室に備えつ

～カヌー体験＆星空観察～
けてあります。

沖縄美ら島財団の自主事業、「親子ふれあいキャンプⅡ｣を7月
6、7日開催。県内のご家族14組約50名の皆さんが、親子のふれあい
を楽しみながら、カヌー体験や星空観察、自然観察などを体験しま
した。

ポスト・掲示板を作成した伊波(右)
とお客様の声担当の宮原(左)
食の安全をお届けします。

ご意見・ご要望に対し、当施設の対応方針を本館１

1泊2日のこのキャンプではまず、東村慶佐次｢東村ふれあいヒル
ギ公園｣で、カヌー体験と自然観察を行いました。カヌー体験で
は、親子でカヌーに乗り込み、潮の流れをよんで慎重にパドルを操
りながら、水上を爽快に進んでいきました。また、東村ふれあいヒ 天体望遠鏡で星を観察
ルギ公園では、やんばる自然塾の方の説明を受けながら、ヤエヤマヒルギやハクセンシオマネキな
どを興味深く観察していました。その後は当所に移動して、宿泊する各自のテントの設営に挑戦。
夜には本館天体観測デッキで望遠鏡をのぞいたり星座を探したりし、満天の星空を眺めながら、宇
宙についての知識を深め、2日目には名護岳ハイキングも行い
ました。
熱心に植物観察をしていた、泊小学
校2年生の大城航君(7)は「植物と昆虫
が好きなので楽しみにしてきました。
カヌーは初めてだったけど、お父さん
と息を合わせてこいで上手にできまし
た」。父親の哲さん(47)は「家族でよ
くキャンプしますが、今回は息子との
‘男組’で参加しました。息子は、自
初めてのカヌーに挑戦！
然とのふれあいの中で目に見えない何
かを感じているようでした。植物の名前などを、挙手して皆さんの前で発表 名護岳ではやんばるの生き物
することもあり、成長を感じました」とにっこり。城東小学校5年生の寺石 に興味津々
篤生君(10)は「普段みることのできない星をたくさん見られて嬉しかったで
す」。妹で同小2年生の奈央さん(8)は「お父さんとカヌーに乗って楽しかったです」と笑顔。母親
の麻理さん(35)は「全体を通して自然の大きさをとても感じました」、父親の悦章さん(49)は「1日
を通して家族で同じ体験をするのはとても貴重な機会で、家族は普段以上に明るくてとても楽しめ
ました」と、話してくれました。

食堂にアレルギー成分掲示版を設置しました。食
Ｆ掲示板及び当所ホームページにて公開いたします。
堂で提供するメニューに含まれるアレルギー成分を
★お客様の声担当：宮原より
毎回掲示することで、利用者がご自身で判断する一
｢また来たい！｣と思う施設、多くの声がより良い施

助となれば幸いです。

設作りへとつながります。皆さまの気づきを是非アン
※もちろん、これまで通り、団体代表者との事前打合せでアレル

ケートにお書きください。ご協力お願いします。

●

ギーの有無を確認や、それに応じたメニューの提案も行います。

事 業 案 内

●

自主事業 「夏休み宿題お助け隊」
期日:平成25年8月25日(日)

9:00～15:00

★ 「名護岳ミニ図鑑をつくろう」(無料)
名護岳を観察するハイキングツアーに出かけ動植物
を観察してオリジナルのミニ図鑑を作ろう！！

場所:沖縄県立名護青少年の家
対象:小学生

★「美ら島いきもの教室」(無料)
夏休みに採集した魚や昆虫などの育て方や観察方法
など、水族館の飼育員に聞いちゃおう！

※親子参加可

定員:50名程度
費用:500円(昼食代等:予約制)

サンゴ染め(イメージ)

※工作体験希望者は別途、実費負担となります。
【内容】
★名護青少年のＹａｅｈ！！夏休み工作体験
アイデア貯金箱(イメージ)

キャンドルシェード(イメージ)

①サンゴ染め体験(参加料別途300円)
持ち物:白い綿のＴシャツ等(染め用)
服装:汚れても良い服装

<担当・宮城徹専門職員から>

自主事業 「名護岳お月見キャンプ」

何とか天候に恵まれ、
②キャンドルシェードづくり（参加料別途200円）

様々なアクティビティを楽しんでいただけてよかったで
す。参加者さん同士の交流もあり嬉しく思います。今回

持ち物:材料はこちらで準備しますが、使いたいもの

は行いませんでしたが、当所ではこのほか野外炊飯を含

がある場合は各自ご持参ください。

期

日：平成25年9月21日(土)～22日（日）

対

象：小学生以上の親子、一般

定

員：5家族25名程度

んだキャンプも計画してあり、レベルアップにもおすす
③アイデア貯金箱（参加料別途200円）
参 加 料：2,000円／人

(予定)

めです。今後の様々なプログラムにもご期待ください
持ち物:材料はこちらで準備しますが、使いたいもの
（施設使用料、食事代、保険料など）

ね。
がある場合は各自ご持参ください。
募集期間：平成25年8月29日(木)～9月13日(金) (予定)

【文：ボランティアスタッフ

まえかわあやこ（ライター）】

今回参加してくださった皆さま

