● 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

スポーツ

赤嶺内科
県立北部病院

各種研修

ワークショップ

野外プログラム

久場鉄工所
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名護城公園北口
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天上展望台
ローソン

「スプリングキャンプ」 Ｈ27.5.2 ～ 3

設備は?
キャンプ場

天体観測デッキ

運動広場

ハイキング・登山コース
研修室

宿泊室

ひんぷん
がじゅまる

浴室
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体育館
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東江中学校

事 業 報 告
沖縄県立
名護青少年の家

【東江4丁目(北)】

国 道

郵便局

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

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。

※

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)。

※ 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/

ンプ」を当施設で開催しました。県内から5家族が参加し、
1泊2日の野外生活を春の名護岳で楽しみました。
参加した皆さんは、まず専門職員の指導を受けながら家族
で協力してテントを設営しました。

親子で火起こし体験!!

次に舞きり式の“火おこし器”で火をおこして、その火を使って、野外でカレーラ

◆ 宿泊・施設利用料金
宿泊室

スプリングキャンプ

ゴールデンウィーク中の5月2日～3日に「スプリングキャ

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。

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)。

種類

主催事業
主催事業 親子ふれあいキャンプ①
親子ふれあいキャンプ①

イスとローストチキンを調理しました。
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

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

※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) 6月1日(月)

ブログ

参加者からは「子ども達と共に野外炊飯やテント泊等、普段とは違った環境での生
活を体験でき、お互い成長したと思う」や「大自然が体験
できたことが良かった。火おこしが大変楽しかった」等の
意見が聞けました。
担当からのコメント
春の名護岳を散策♪

今月の名護岳 『クロイワボタル』コウチュウ目ホタル科
[体 長] 5～6ｍｍ

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/

[出現期] 4月中旬～11月最盛期5月下旬

[光り方] 幼虫は光る、成虫は点滅して光る

小さなホタルですが光は強く、雌はほとんど飛びません。雄は
高さ1ｍほどの低いところを活発に飛び回り、その際に強く点滅し
ながら発光します。名護青少年の家周辺では午後7時35分頃から光
はじめ、40分頃から増え始めて8時15分を過ぎると少なくなります。
他にもオキナワスジボタルも周辺で見ることができます。

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

ゆったりとした時間の中で、参加者が楽しく活動している姿が印象的で
した。火おこし体験もすべてのグループが成功し、とても有意義な時間が
過ごせたと思います。
担当 神谷

写真提供/後藤岳二

事 業 報 告

自主事業

ノルディックウォーク講座

● 事業案内 ●
●主催事業 「食と身体づくり」関連イベント

「鶏をまるごと
「ウミガメってどんな生き物?」
調理して食べよう♪」

沖縄美ら島財団の自主事業「ノルディックウォーク講座」を5月17
日に行い、県内から14名の方々が参加しました。
この事業は、講習を通してノルディックウォークの知識と技能を
深めるとともに、実際に名護岳ハイキングコースを歩き、豊かな自

日 時：平成27年6月21日(日）9:00～14:30
時：平成27年6月21日(日）10：00～14:30

日 時：平成27年7月4日(土）15:00～22:00

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集合
所：名護青少年の家集合

参加料：1,000円/人 ※大人子ども同一料金

参加料：大人1,500円/人 小人1,000円/人

然を感じながら健康増進の一助を担う目的で実施しました。今回は

内 容：北部農林高校の生徒を講師に招き、鶏に関

日本ノルディックフィットネス協会ベーシックインストラクターの

する講話や、野外炊飯でダッチオーブンを

永井宏氏を講師に招き、小学生から70代ま

使用してのローストチキンづくりを行い、

での幅広い年齢層の参加者が専用のポール

基本のレクチャー

内 容：①ウミガメについての講話
②海岸でのフィールドワーク

定 員：20名程度

定 員：15名程度

した。参加者からは、「初めてノルディックで山や坂道で歩い

対 象：小学生以上(中学生以下は保護者同伴)

対 象：小学生以上(高校生以下は保護者同伴)

て、平地と違い自然の中で歩く機会はそう無く貴重な体験がで

募 集：平成27年6月16日(火)まで

服 装：運動靴、長袖長ズボンの動きやすい服装

きました」等の意見が聞けました。

申 込：電話受付 受付時間(8：30～17：30）

募 集：平成27年6月12日(金)～6月26日(金)

※毎週月曜日は休所日です。

※定員に達し次第受付終了

梅雨前の晴天に恵まれ、気持ちよくノルディックウォークを楽しめました。今年初めての実施となりました
が、中南部からもご参加頂き大変嬉しく思います。次回は秋の景色が楽しめる10月に予定しておりますのでお
楽しみに♪
担当 狩俣

名護青少年のyeah☆

大型連休も含めた4月18日～5月6日に「アクティビティ王決定戦!!」を開催しました。
昨年度から続いて2回目の開催となるこの事業は、当施設内
外に設置された“スリッパ飛ばし”や“ラダーゲッター”

担当者：我那覇

親子ふれあいキャンプⅡ

～カヌー＆星空観察～

高難度のディスクゲッター!!

うこともあり、昨年好評をいただいたの事業の一つで、期間

●自主事業

大注目
!!

「美ら島自然の学び舎」

日 時：平成27年7月11日(土）～7月12日(日)

日 時：平成27年7月18日(土）～20日(祝) 2泊3日

場 所：宿泊/県立名護青少年の家

場 所：県立名護青少年の家(名護市字名護5511）

参加料：4,000円/人 ※大人小人同一料金

に周り、スコアを競い合うアクティビティです。

申 込：電話受付(8：30～17：30)
※毎週月曜日は休所日です

カヌー体験/東村慶佐次川

といった7種目の遊びやニュースポーツを家族や友人と気軽
当日受付ということや、手ぶらで来所してすぐできるとい

担当者：坂下

●自主事業

アクティビティ王決定戦!!

参加料：10,000円/人
内 容：県内外の小中学生を対象とした連泊型宿泊

内 容：マングローブでのカヌー体験や潮間帯の生

研修。沖縄県北部地域に広がるやんばるの

き物観察、夏の星空観察を行う。

森や海の自然を活用した自然体験プログラ

親子キャンプを通して家族のふれあいを図

ムで、大浦湾の生物観察や国頭村のウミガ

る。(カヌー体験は必ず濡れます)

メ観察等のフィールドワークを行います。

中は家族づれや近隣の小学生など多くの方が参加され、賑わ

定 員：10家族程度

講 師：(一財)沖縄美ら島財団 総合研究ｾﾝﾀｰ職員

いをみせました。参加者からは、「いろいろな遊びをして家

対 象：親子(3歳以上)

定 員：10名程度

族でのコミュニケーションもとれました」や「ゲームを通し
1番人気のラダーゲッター!!!

※宿泊希望者は別途宿泊料がかかります

講 師：(一財)沖縄美ら島財団 職員

担当からのコメント

自主事業

“食”について考える。

(夕食代、保険料も含まれています)

講 師：県立北部農林高等学校

を使用してのストレッチや基本の歩き方のレクチャーを受けま

自然を感じながらウォーク

●自主事業

てチームワークを学びました」等の意見が聞けました。

担当からのコメント
前回からリニューアルした内容でお届けしたのですが、新しく追加した2つの新競技が人気投票で揃って1位
と2位になったのも嬉しい限りです。次回もさらに楽しんでいただけるようにユーモアややりがいのあるアクテ
ィビティを考案していけるように頑張ります。是非、暇つぶしにお越しください♪
担当 我那覇

※カヌーは体重制限80㎏

対 象：小学校4年生～中学校3年生

募 集：平成27年6月26日(金)～7月6日(月)

募 集：平成27年6月26日(金)～7月10日(金)

※定員に達し次第受付終了

※定員に達し次第受付終了

申 込：電話受付 8：30～17：30
※毎週月曜日は休所日です
担当者：宮里

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

