
●北九州市立玄海青年の家●

開催日

※申込方法につきましてはお問合せください。内容は変更することがありますのでご了承ください。

※市政だよりにつきましては紙面の都合上、掲載できない場合がございます。
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【公共交通機関での来所方法】
　北九州市営バス
　二島経由　脇田または岩屋行き響灘緑地入口下車
　徒歩１０分

【編集後記】過ごしやすい季節になりましたね。行楽の季節…みなさんはお出掛けの計画を立てていらっしゃいますか？そろそろ紅葉も始まる頃合い
　　　　　　ですね。青年の家の木も葉が色付いて綺麗な色を見せてくれています。身近な秋を楽しんでいる今日この頃です。（パ）

　

とんだ自然楽校

（日帰り／各回での募集）

　

　

　

　抽選　３０名
（はがきによる事前申込が必要）

☆市政だより１０月１日号にてご確認下さい。
☆１０月１７日〆切
☆天候により中止になることがあります。

（日帰り）

１１月２３日（祝・水） 玄海青年の家のロープスコースを使用し
仲間作りやコミュニケーション能力を高
めるファシリテーターを養成し、プログ
ラムを進行したりロープスコースを活用
できる人材を増やします。

18歳以上

　先着２０名

（電話による事前申込が必要）

（高校生を除く）

■場　所：北九州市立玄海青年の家
■入場料：無料（保険代、材料費がかかるコーナーがあります。）

※ 駐車場（無料）は台数に限りがあります。満車の場合は近くのグリーンパーク駐車場（有料）をご利用ください。

※ 安全管理上、小学生は保護者同伴での来場をお願いします。

※ カヌー体験の対象は小学生以上の方です。小学１、２年生は保護者の方と２人乗り、３年生以上は１人乗りとなります。

※ 雨天時は一部内容を変更して開催します。

※ 一部コーナーは有料（100円～300円）となっております。

入場
無料

２０１１年１０月１６日（日） ９：３０～１５：００　

押し花クラフト

軽食販売

ボルダリング カヌー体験

太鼓演奏

たくさんの押し花を使って
ハガキやキーホルダーなど
ステキな作品を作ってみま
しょう！

（材料費有料）

体育館の横にある横移動の
壁登りにチャレンジ！
スパイダーマンの気分に
なれますよ☆

とんだ貯水池でカヌー体験
ができます。練習もするの
ではじめてでも大丈夫です
対象は小学生以上です。

カレーやフランクフルトな

どを販売します。是非食べ

てみて下さい♪なつかしい

ポン菓子もありますよ☆

（有料販売）

『創作和太鼓どんでん』に
よる和太鼓演奏をお楽しみ
ください。太鼓の試し打ち
もできますよ。

（無料）

（保険料100円）

ボルダリング

カヌー

（材料費1１0円）

 プラ板クラフト
プラスチック板を使って
キーホルダー作りが体験
できます。自分だけのキ
ーホルダーを作ってみま
せんか？

棒パン作り
竹の棒に生地をまいて焼く
パン焼き体験コーナー！
玄海で活動するボランティ
ア「かわせみ」がサポート
します。 （材料費有料） （無料）

とんだジャンボリー

農産物販売も
あるよ！！

秋のお祭
り

遊び! 冒険! 玄海青年の家!押し花の講師を招いての押し花教室です。
初心者でも本格的な押し花作品を作るこ
とができます。作品を作りながら市民や
親子間の交流をはかります。

☆市政だより１１月１日号にてご確認下さい。
☆１１月３日より電話受付開始
☆天候により中止になることがあります。

１２月２３日（祝・金）

１１月２７日（日）

１１月　３日（祝・木）

☆市政だより１２月１日号にてご確認下さい。
☆天候により中止になることがあります。

☆市政だより１０月１５日号にてご確認下さい。
☆10月30日〆切

☆市政だより１１月１５日号にてご確認下さい。
☆11月25日〆切

　１月２７日（金）

１２月　９日（金）

１１月１８日（金）

☆市政だより１月１日号にてご確認下さい。

小学生以上と
その保護者

（小学生は保護者の
　　　　　　　同伴が必要）

　抽選　各回１５名
（はがきによる事前申込が必要）

玄海青年尾家の屋内ロビーに設置してあ
る高さ約８メートルのクライミングウォ
ールに挑戦します。
初心者や親子でも安全に気軽に体験する
ことができます。

玄海
アドベンチャー
　プログラム
　　　　体験会

☆市政だより１１月１日号にてご確認下さい。
☆１１月３日より受付開始
☆天候により活動内容を変更することがあります。

　

　スポーツ
クライミングに
　　　　挑戦！

（日帰り／各回での募集）

小学生以上と
その保護者

（小学生は保護者の
　　　　　　　同伴が必要）

カヌーアンドフィッシングを予定してい
ます。午前中は貯水池でのカヌー、午後
は遠賀川の河口で釣りをして楽しみます。

昔ながらの杵と臼を使ってのもちつきを
予定しています。つきたてのおもちを食
べたりしながら楽しいお正月を迎えまし
ょう。

抽選　１０組　２０名
（はがきによる事前申込が必要）

小学生以上と
その保護者

（２人１組）

　抽選　３０名
（はがきによる事前申込が必要）

小学生以上と
その保護者

（小学生は保護者の
　　　　　　　同伴が必要）



いよいよ連載も第１６回目となりました。

「玄海所員の小話」は玄海青年の家で働く所員の

日頃気になることや、みなさんに伝えたいことなど

をお話しています。　今回は指導員の『やっさん』が

お届けします。

玄海所員の小話玄海所員の小話

玄海

図鑑

主催事業レポート主催事業レポート

児童
対象

ー第２１回ー

とんちょの大冒険 　　2011年 ９月１７(土)～１８日（日）

『キャンプインストラクター養成講習会について』

 

 

 穫

一般
対象 カヌーdeネイチャーアドベンチャー

　

青年
対象 ボランティア研修会
　

　　2011年 ９月１０(土)～１１日(日)

　　2011年 ９月2４(土)～２５日(日)

　小学１、２、３年生を対象にした『とんちょの大冒険』
今回は元気いっぱいの２２名の子ども達が参加しました。
　どきどきの１日目は新しい友だちと仲良くなるために、
いろいろなゲームをしたり、手形を押して班の旗を作った
りしました。
　夕方になるとさっそく夕飯の準備です！おいしいハヤシライスを作るた
めに、みんなで役割を決めて、飯ごう使ったり、包丁を使ったりしながら
一生懸命作りました。
　２日目は、竹を使っておはしを作りました。クラフトナイフを使って少
しずつけずりながら、おはしの形に近づけていきます。子ども達はとても
集中して手がちょっと痛いのもがまんしながら、がんばって自分のはしを
作りました。
　お昼は、自分のおはしを使ってお昼ご飯を食べました。みんなでうどん
を茹でて、具材をのせて「ぶっかけうどん」です。自分の作ったおはしで
食べる食事は、一段とおいしかった様で、たくさんの笑顔がこぼれました。
　次回は１１月。今度はどんな冒険が待っているでしょうか？

　玄海青年の家の施設ボランティア『かわせみ』が参加する、「ボランティア研修会」
です。今回は新しい仲間が２名加わり、楽しい研修会となりました。
　研修会では、１０月１６日に玄海青年の家で開催する「とんだジャンボリー」に向け
ての準備です。「とんだジャンボリー」ではボランティアの『かわせみ』が、担当する
コーナーがあります！簡単アウトドアクッキングの「棒パンづくり体験」です。
　「とんだジャンボリー」当日に遊びに来てくれた方々に楽しい体験とおいしい棒パン
作りができるように、役割り分担をしたり、予行練習として実際に作って焼いてみたり
しました。
　とんだジャンボリー当日は、左の写真のような「棒パン」を玄海青年の家でボランテ
ィアと一緒に作ってみませんか？
　その他に、今回の研修会では、キャンプなどのいろいろな活動の組みたて方について
参加する人や人数、季節などの気候を考えながらグループごとに組み立ててみました。
考えた活動の中には「どんぐり染めのハンカチ作り」「紙飛行機とばし」「自然のもの
で写真立て作り」などおもしろい活動のアイデアがたくさん出てきました。
　この研修会での成果をジャンボリーやこれからの活動に活かしていきたいです。

←皆さんご存知、
　　　　どんぐりです！　
　右の銀杏と
　　同じくらいの量が
　　　　とれています！
　まだ収穫できそう…。
　

こちらは銀杏です！→
　　こんなにたくさん
　　　　とれました！

　　　

夏の暑さが過ぎ去り、風もずいぶん涼しくなってきました。鈴虫も鳴き、日に日に秋が

深まっていくのを感じられます。秋といえば読書の秋、芸術の秋ともいわれますが…新米、

秋刀魚、果物など食べ物が実り、美味しくなる季節でもありますね。ここ玄海青年の家の

敷地内でも収穫できるものがあります。みなさんもご存知、どんぐりや銀杏です。そして

シイの実もありますが、これはもう少し待たなければいけないようです。写真のものは９

月にとれた物ですが、こんなにたくさんありました。去年は数も少なく、動物たちもご飯

がなく大変だったようですが、今年は心配ないようです。これからもぜひたくさん実って

欲しいですね。 

また、田んぼの方ではそろそろ稲刈りも終わったようです。青年の家では冬に鳥たちに

餌をあげている場所があるのですが、田んぼに行っていた姿がそろそろ戻ってきているよ

うです。もう冬の気配でしょうか…？ 

そんな秋の実りと共に季節の変化を楽しめる玄海青年の家へ、ぜひいらしてください！ 

◆１０月８日～１０月１０日 北九州会場    於：玄海青年の家 

　今回カヌーdeネイチャーアドベンチャーは紫川に焦点を当てた活動を行いました。
初日は頓田貯水池でカヌーの練習を、そして講師を招いて紫川の歴史についてのお話
を聞きました。紫川は北九州を代表する川ですが、そんな身近な川のなかなか知らな
いことをたくさん教えていただきました。
　二日目は紫川でツーリングを行いました。川に架かっているたくさんの橋の名前を
皆さんはご存知でしょうか？今回は風の橋、鉄の橋、太陽の橋、水鳥の橋、石の橋、
木の橋、火の橋の間を漕ぎました。頑丈に作られた橋の下を通り、橋の作りや、水面
近くの魚、そして川を渡る涼しい風を感じながら青空をバックにした小倉城を見るこ
とができました。川から見るいつもと違う風景に、感動している参加者が多かったの
が印象的でした。
　カヌーの後、近くにある水環境館に行き、職員の方より紫川の特徴や生き物につい
ての詳しい解説を聞いたり、施設内を見学したりしました。前日同様、参加者の皆さ
んは真剣に職員の方のお話に聞き入っておられました。天候にも恵まれ、参加者の方
には一泊二日の充実した楽しい時間を過ごしていただけたようです。

 

 

　２泊３日の日程で『キャンプインストラクター養成講習会』に参加しました。

　１日目の午前中は開校式のあとアイスブレーキングを行い、講義がありました。昼食後も

講義でしたが、お腹も一杯で眠さとの戦いでした。

　夕食後は講義の後に情報交換会がありました。テーマは「キャンプと私」でした。いろい

ろな県からの参加があり、地方の方言の話から始まり、ラーメンの麺の太さや、うどん屋の

メニューの表記は「うどん・そば」なのか「そば・うどん」なのか、など皆さん「キャンプ

と私」について熱く語っていました。

　２日目は午前中が講義で、午後からは実技が中心でした。夜のキャンプファイヤーは他の

受講生とともに楽しい時間が過ごせました。その後、受講生主催での意見交換会でした。テ

ーマは「私と自然」。席替えのくじを引き、その紙に書かれていた早口言葉を言ったり、就

職相談をしたりなど皆さん自然についてこれまた熱く語られていました。

　３日目、午前中はカヌーで、午後からは認定試験でした。その後の講義では試験からの

プレッシャーから開放されたのか皆さん生き生きとしていました。

　この３日間を通じて受講生の方々と情報交換や意見交換を行い、充実した３日間でした。

参加していただいた受講生の皆さん、北九州市キャンプ協会の方々本当にお疲れ様でした。


