● 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
県 道

名護城公園北口

71

【名護十字路】

天上展望台
ローソン

Ｈ27.6.27 ～ 28 スキルアップ #4
『名護岳ハイキング & キャンピング ~ 樹名板設置の巻』

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

食堂

体育館

講堂

東江中学校

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/

宿泊室

慰霊の日奉仕活動～和球の碑清掃～

恒久平和を祈念するとともに、清掃活動をとおして奉仕の精
神を養う」ことを趣旨として、6月14日にボランティア活動
『慰霊の日奉仕活動～和球の碑清掃～』を実施しました。
名桜大学祭実行委員会の学生も参加していただき、掃き掃

碑周辺の清掃の様子

除や草刈り等を行いました。参加者の宇野晃一さんからは、「清掃活動を行うのはと

◆ 宿泊・施設利用料金
種類

活 動 報 告

名護青少年の家では「二度と悲惨な戦争が起こらないよう

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)。

ボランティア活動

ても清々しかった。大学生になってこのような事をやる機会がなかったので、良い機
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) 7月1日(水)
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会になった」との感想をいただきました。
担当からのコメント
慰霊の日を迎えるにあたり、今回の清掃活動を行う運びとなりました。参加者の協力で、和球の碑の清掃を
行うことができたことを感謝申し上げます。ボランティア参加者の感想に「良い機会になった」との感想があ
り、嬉しく思います。今後も、地域の方や学生のみなさんの活躍できる『場』づくりをしていきたいと思いま
すので、よろしくお願いします。
担当 與儀
『和球の碑』(にぎたまのいしぶみ)とは…
第2次世界大戦末期の昭和19年6月上旬に、九州5県(熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)出身者で編成され
た独立混成第44旅団配下の第2歩兵隊の沖縄戦での戦死者の尊い霊を祀る慰霊の碑です。

今月の名護岳 『コバノミヤマノボタン』(小葉之深山野牡丹)
ノボタン科 ハシカンボク属
[高 さ] 0.5～1ｍ
[分 布] 沖縄島北部

深い山の斜面や川沿いの崖に生える低木。沖縄島の固有種で沖
縄島北部のみに分布する。日本と沖縄県の絶滅危惧植物に指定さ
れている。花は6～7月に咲く。
名護青少年の家ではハイキングコースのＡコースで見ることが
できます。
名護岳登山道ハイキングコース「動植物観察ガイド」より

事 業 報 告

● 事業案内 ●

名護青少年の家応援隊スキルアップシリーズ#4

名護岳 &&キャンピング
～樹名板設置の巻～
キャンピング ～樹名板設置の巻～
ハイ
ハイキン
キング
グ

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

!
!
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ん
「夏休み宿題お助け隊」
宿題な
自由研究はコレで決まり!!

プシリーズ#4”」を6月27日(土)～28日(日)の一泊二日で開催し、
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育成を目的に年間を通し開催されます。
今回はキャンプ場にてテントを設営して野外泊です。一泊しなが
即席石釜でピザ作り♪

1日目、まずは寝床を確保する為の“テント設営”です。
当施設のキャンプ場は名護岳の中腹に位置し、四方を木々に
囲まれた緑豊かな環境でテントの設営の仕方をレクチャーし

日 時：平成27年7月26日(日) 13:00～16:00

場 所：県立名護青少年の家

場 所：県立名護青少年の家

参加料：300円/人

参加料：各体験300円/人

内 容：“火について”や“火おこしのしくみ”等、 内 容：
勉強しながら実際に「火おこし器」で

①キャンドルシェードづくり

体験してみよう。

貝殻やシーグラスを利用し、自由な

講 師：ＮＰＯ法人 沖縄県キャンプ協会

発想でオリジナルのランプシェード

定 員：20名程度

を作ろう♪

対 象：小学校5年生以上

②動く“どんぐり”クラフト
どんぐりを使って動くクラフトを作

ました。

ろう♪

続いての野外炊飯では、“かまど”の作り方や薪のくべ方等の基本から学びます。更

定 員：各体験20名程度

にダッチオーブンを用いてのケーキ作りや、即席石釜でピザ作りなどの応用編も行い、
子供の頃の野外炊飯とは一味違った本格的なディナーとなりま

設置です。樹名板も前日の夜に参加者で作った手作りのもの

日 時：平成27年8月22日(土）～ 8月23日(日)
樹名板の設置

場 所：県立名護青少年の家集合
参加料：大人2,000円/人

参加者から、「野外炊飯が盛りだくさんだった。全部上手
にできたから、秋くらいになってキャンプ泊したい」や、
「ハイキングもガイドしながら回ったので勉強になりました」
「ネイチャーツーリズムに参加する側でどのように話したら楽
皆で仲良く集合写真!!!

募 集：平成27年7月4日(土)～ ※定員に達し次第受付終了
申 込：電話受付 8：30～17：30
担当者：我那覇

「沖縄の川のいきもの学習会」

二日目はハイキングコース沿いにある植物の“樹名板”の

ス沿いに樹名板を設置していきました。

しくなるかなど、将来のための勉強になった」等の意見が聞

小人(高校生まで)1,500円/人
(宿泊費、食費)
内 容：1日目/講義(14:30～16:00)
2日目/野外観察(9:30～11:30)
※悪天候により、野外観察を中止する場合がございますのでご了承ください

講 師：岡 慎一郎
(一財)沖縄美ら島財団 研究第一課職員

けました。

定 員：20名

担当からのコメント

対 象：小学4年生以上(小学生は保護者同伴)

夏本番前に、キャンプ研修を実施しました。夜は風が通り涼しく、時折、雲の切れ

募 集：要事前申込(電話にて受付)

間からみえる星空を満喫しました。実際にハイキングコースを歩いて、手作りの樹名

※定員に達し次第受付終了

板を取り付けることができました。今後もボランティア研修を実施していきますので、
みなさんの参加をお待ちしています。

対 象：小学生以上

●自主事業

した。

です。職員のガイド付きでハイキングを楽しみながら、コー

夏休み工作体験

日 時：平成27年7月26日(日) 13:00～16:00

板づくり等を行いました。

皆で『いただきま～す』

大注目
!! 工作でまよったらコレ!!

“火おこし器”で火おこし体験

県内の大学生が参加しました。

ら、野外炊飯やハイキングコースの樹名

●平成27年度 名護青少年の家 自主事業

担当 與儀

申 込：電話受付(9：00～18：00)
申込先：(一財)沖縄美ら島財団 総合研究センター
ＴＥＬ：0980-48-2266

事業の開催延期について
6月21日(日）の日程で開催を予定しておりました、
「食と身体づくり～鶏をまるごと調理して食べよう」
は、都合により延期いたしました。
参加を希望された皆様には深くお詫び申し上げます。
新たな日程は平成27年10月4日(日)に開催させていた
だきます。参加申し込み開始日や細かな内容につきま
しては、決まり次第、ＨＰや広報誌にてご案内いたし
ます。
担当者：坂下

