● 施設案内 ●

業務時間/８：３０～１７：３０

どんな施設なの?

誰でも利用できるの?
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できます。

社会教育の振興に資することを目的に設置された
なの？
施設です。
何ができるの?
自然体験活動

休所日：毎週月曜日
(月曜日が祝日の場合、その翌日）

どこにあるの?
団体宿泊訓練

名護市街から 1.6 km
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県立北部病院
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「名護青少年の家応援隊スキルアップ #1」
Ｈ27.4.19
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東江中学校
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【東江4丁目(北)】

ご予約からご利用までの流れ

オリオンビール工場
名護博物館

③ 利用予定日の2週間前までに、スタッフと打合せや
施設の下見を行います。
④ ご利用当日は、スタッフが適宜研修をサポートいた
します。

① 利用希望日が決まったら、お電話ください。
空き状況を確認します(仮予約)。
※

② 利用予定日の1ヶ月前までに、申請書 をご送付くださ
い(本予約)。

「名護青少年の家応援隊スキルアップシリーズ#1」
「名護青少年の家応援隊スキルアップシリーズ#1」

ダッチオーブン料理&バウムクーヘン

国 道

郵便局

事 業 報 告

※ 申請書類一式は当施設HPよりダウンロードしてください。
URL http://ｗｗｗ.opnyc.jp/

沖縄美ら島財団の主催事業「名護青少年の家応援隊
“ｽｷﾙｱｯﾌﾟｼﾘｰｽﾞ#1”」を4月19日(日)に開催し、県内の
大学生13名が参加しました。
この事業は、野外活動の基礎講習を通してスキルを
磨き、社会教育活動の場で活躍できる人材の育成を目

◆ 宿泊・施設利用料金

バウムクーヘンをクルクル☆

的に年間を通して開催されます。今回は今年度の第1回目
種類

宿泊室

キャンプ場
（テント泊）

研修・訓練室
※団体あたり

体育館・講堂
※団体あたり

にあたり、「ローストチキン」と「バウムクーヘン」の調
一匹を扱うことが今までなかったので、貴重な経験となっ

児童・生徒

310円／人

１５０円／人

１５０円／時間

３６０円／時間

学生・一般

６２０円／人

２６０円／人

３６０円／時間

７２０円／時間

理法や器具の使用法を学びました。参加者からは「鶏丸々
た」や、「初めてのバウムクーヘンづくりで、とてもため
作った後は皆で食べるぅ～♪

※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)。
発行 ２０１５年(平成27年) ５月 1日 (金)

になった」等の意見が聞けました。

今月の名護岳 『ナゴラン』(Sedirea japonica)

ブログ

1700年代に名護市の名護岳で発見されたことからその名が付
きました。その後乱獲にあい、現在では沖縄県の自生地ではほ
ぼ絶滅状態といわれており、レッドデータブックでは「絶滅危
惧ＩＡ（ＣＲ）」という絶滅の危険性が最も高いカテゴリーに
属します。
毎年2月初旬頃開催する、事業「ナゴランを育てよう」では、
北部農林高校の先生や生徒の協力を得て、名護青少年の家敷地
内へナゴランの植え付けを行っています。

も見てね！
QRコード

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

指定管理者
http://www.opnyc.jp/
ス タ ッ フ ブ ロ グ /

ラン科

名護青少年の家敷地内で咲いたナゴラン

専門職員 宮里大悟

事 業 報 告
自主事業

● 事業案内 ●

名護岳家族の日 Ⅰ

●自主事業

沖縄美ら島財団の自主事業「名護岳家族の日Ⅰ」を4月25～26日の1泊2日で行い、
5家族17人が参加しました。
この事業は、他のキャンプ事業と趣を変え、選択制の食
事メニューやオプションのアクティビティを設ける等、家
族が自由に過ごす時間を確保しつつ、家族間でふれあいな
がら名護岳の自然を楽しめる事業でした。

家族でゲームにチャレンジ♪

しながら調理した“カレー”や“シチュー”に舌鼓を打って

●自主事業 名護青少年の家応援隊ｽｷﾙｱｯﾌﾟ#2

「ノルディックウォーク講座」「やんばるボランティアスクール」
日 時：平成27年5月17日(日）10：00～13：00

日 時：平成27年5月23日(土）～24日(日) 1泊2日

場 所：県立名護青少年の家(名護市字名護5511）

場 所：県立名護青少年の家(名護市字名護5511）

参加料：200円/人

参加料：1,000円/人

※専用ポールレンタル希望者は別途300円

夕食は夕暮れのキャンプ場で野外炊飯を行い、家族で協力

お父さんと一緒に野外炊飯!!

参加者募集中!!

内 容：キャンプを行うために必要な基本的な知識

内 容：ノルディックウォークの講習会を通じて知

や技能を学び、名護青少年の家等でボラン

識と技能を深めるとともに、実際に名護岳

ティア活動する際のスキルアップを図る。

でノルディックウォークを体験し、健康増

今回はクラフト作成や火おこし体験、ナイ

進の一助を図る。

トハイキング等を予定しています。

いました。2日間を名護岳の自然に囲まれながら、それぞれ

定 員：20名程度 ※定員に達し次第受付終了

定 員：10名程度 ※定員に達し次第受付終了

の家族でゆったりと時間を過ごしていました。参加者からは、

対 象：一般(中学生以上)

対 象：18歳以上
象：18歳以上(高校生不可)

「ふだんはそんなに家族全員でふれあう時間がなかったので、
家族全員の絆を深めることができた」等の意見が聞けました。

担当からのコメント

今回は春らしく、暑くもなく寒くもなく、天候にも恵まれて過ごしやすいキャンプになりました。
年齢が近い参加者が集まったためか、すぐに打ち解けて楽しいキャンプでした。参加していただいた
ご家族の皆様、ありがとうございました。
専門職員 坂下

服 装：運動靴、動きやすい服装

※高校生以下は保護者同伴
服 装：運動靴、動きやすい服装

募 集：平成27年5月16日(土)まで

募 集：平成27年5月14日(木)まで

申 込：電話受付受付時間(8：30～17：30)

申 込：電話受付 受付時間

※毎週月曜日は休所日です

受付時間(8：30～17：30)
(8：30～17：30)

担当者：與儀

※毎週月曜日は休所日です
担当者：狩俣

自主事業「ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ王決定戦!

●自主事業

りある野球盤を制するのは俺 ダ ッ!!」
沖縄美ら島財団の自主事業「りある野球盤を制するのは俺ダッ!!」を4月29日(祝)に
行い、県内の少年野球チームから小学生16名が参加しました。

「ホタル観察会」

「野球盤」を再現し、子供たちがプレイヤーとなって参加す
る大型アクティビティです。不慣れなボールとグラウンドに
迫力のあるプレーの連続!!

●主催事業 「食と身体づくり」関連イベント

「鶏をまるごと
調理して食べよう♪」
Ⅰ期・Ⅱ期

日 時：Ⅰ期／平成27年5月30日(土）18:30～21:30
Ⅱ期／平成27年6月6日(土) 18:30～21:30

初の試みとなるこの事業は、体育館内にボードゲームの

初めは戸惑いもみられ、コントロールに苦戦する様子が伺え

大好評
!!!

日 時：平成27年6月21日(日）10：00～14:30
場 所：県立名護青少年の家(名護市字名護5511）

場 所：県立名護青少年の家(名護市字名護5511）

参加料：1,000円/人 ※大人子ども同一料金

参加料：500円/人 ※大人子ども同一料金

内 容：北部農林高校の生徒を講師に招き、鶏に関

内 容：講師によるホタルについてのわかりやすい

する講話や、野外炊飯でダッチオーブンを

お話や、名護城公園を歩いて実際にホタル

使用してのローストチキンづくりを行い、

を観察しにいきます。

“食”について考える。

たが、チーム内で声を掛け合いながら協力し、回を重ねるごとに安

講 師：安座間 安史 氏

講 師：県立北部農林高等学校

定して、打撃では大飛球も飛び出すなど盛り上がりをみせました。

定 員：Ⅰ期、Ⅱ期ともに30名程度

定 員：20名程度 ※定員に達し次第受付終了

参加した瀬底ウォリアーズの大城監督からは、「今日は楽しい時間

対 象：一般 (高校生未満は保護者同伴)

対 象：小学生以上(中学生以下は保護者同伴)

持ち物：帽子、手袋(軍手)、雨合羽(雨天時)、

募 集：平成27年5月27日(水)～6月16日(火)

を過ごすことができました。また参加したいと思います。」との意
見が聞けました。

募 集：平成27年5月11日(月)～5月26日(火)

担当からのコメント
今回は多くの子供たちが集まり、チームの仲間同士で声を掛け合いながらプレ
イしている様子が印象的で、応援する保護者からの声援も多く盛り上がりました。
選手の皆さん、そして引率の保護者の皆さんお疲れ様でした。

筆記用具、着替え、タオル等

担当 與儀

申 込：電話受付 受付時間(8：30～17：30）
※毎週月曜日は休所日です
担当者：宮里(Ⅰ期)、神谷(Ⅱ期)

申 込：電話受付 受付時間(8：30～17：30）
※毎週月曜日は休所日です。
担当者：坂下

