
●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】明けましておめでとうございます。年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか？冬のこの時期はスポーツや音楽など、部活やクラブの
                合宿で多くの入所があります。生徒たちが寒さの中、一生懸命活動に取り組んでいる姿に感心させられます。心新たに、今年もどうぞよ
                ろしくお願いいたします。（ピ）

　

とんだ自然楽校

（１泊２日）

　

　

　
 3月18日（日）～20日（火） 野外教育指導者を目指す

　　　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）

☆市政だより１月１５日号にてご確認下さい。

   2月19日（日）

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　１５名

（はがきによる事前申込が必要）

玄海青年の家の屋内ロビーに設置し
てある高さ約８ｍ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。

玄海自然体験活動
指導者養成会 ☆市政だより２月１５日号にてご確認下さい。

☆２月１７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！

    2月24日（金）

☆市政だより２月１日号にてご確認下さい。

北九州野外教育
安全フォーラム

（日帰り）

（日帰り）

　 2月  5日（日）

☆市政だより１月１５日号にてご確認下さい。

野外活動における事故を未然に防ぐ
ための知識や行動を裁判における判
例から検証し、指導者の学びの機会
を作ります。講師に野外活動の判例
に詳しい弁護士を招聘します。

メディック
ファーストエイド
講習会

　2月26日（日）
☆市政だより２月１日号にてご確認下さい。

日本でも高い評価を得ているアメリ
カの民間救急救命プログラムを開催
し、緊急時で確実に対応できる人材
を育成します。

カヌー指導者
養成会

  3月 3日（土）～4日（日）

（日帰り）

（日帰り）

☆市政だより２月１日号にてご確認下さい。
☆２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。

カヌー自然体験活動に関わる市民を
対象としたカヌー指導者講習会です。
（日本カヌー連盟指導者養成事業対
応）

カヌーや自然観察、仲間づくりゲー
ムや、救急法など、青年の家のプロ
グラムを体験しながらの指導者養成
会です。（ＣＯＮＥリーダー登録対
応事業）

　 １８歳以上
（高校生を除く）

　１８歳以上
（高校生を除く）

（電話による事前申込が必要）

　先着　１２名

　 １８歳以上
（高校生を除く）

（電話による事前申込が必要）

　先着　１５名

　定員　１００名
（電話による事前申込が必要）

青年の家の周辺の自然に親しみなが
ら親子で楽しめる活動を行います。
今回は『竹』をテーマに『竹飯作り
と竹林散策』を予定しています。

　小学生以上とその保護者

（はがきによる事前申込が必要）

　抽選　２０名

 ★2012年★ 私の 抱負!!

玄海青年の家所員が
抱負を漢字１文字で
表現してみました！ 西やん かぎ棒 ガリレオ

ぶちょーぶぅちゃん ヒグリーノ やっさん

めぐ ちよ　 えりちピカリ

新
新しいことに、
チャレンジして
いきたい！躍

[躍動]、[飛躍]
する１年にした
いと思います。

楽 何事も楽しく!

衡
[均衡]の[衡]家
も仕事も趣味も
バランスのとれ
た生活を送りた
い。

溢
○○にあふれる
１年であってほ
しい。

謹賀新年謹賀新年

（２泊３日）

　　　あけましておめでとうございます。

　　　皆様には、佳き新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　この季節、頓田貯水池には多くの渡り鳥が羽を休めています。遠く大陸から玄界灘の

波濤を超え、とんだの里に舞い降りた鳥たちです。寒風の中、何ものにもとらわれない

凛としたその姿は、見る者の心を引き締きしめてくれます。

　青年の家も新たな時が巡りはじめました。この厳しい季節が終わり、鳥たちが、北の

空を目指す頃、新しい未来に夢ふくらませる青少年の姿が舞い戻ってきます。

　本年も青年の家職員一同、心をひとつに「利用者・利用団体に喜んでいただける施設

づくり」を目指してまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

玄海青年の家　所長　西胤正弘

集
人のやさしさ
あたたかさが
いつも集まる
青年の家

遊
いつも遊び心(適
度なゆとり)を持
って物事に取組ん
でいきたい。

成
”為せば成る
　為さねば成らぬ
　　　　何事も”

為せば成る＝やればできる童
童心を忘れない。
子どものような
大人

謝
すべてのことに
感謝の気持ちを
持ってすごしま
す。

これからもいろい
ろな経験を積みか
さねていきたいと
思います。積

（１泊２日）

関門交流
わんぱくキャンプ

  3月 3日（土）～4日（日）

☆市政だより２月１日号にてご確認下さい。
☆天候により活動内容を変更することがあります。

下関にある「みさかの森キャンプ場」
でキャンプをします。登山やナイト
ハイクといった自然を満喫する活動
が盛りだくさんです。下関の子ども
達との交流キャンプです。

　小学４年生～６年生

（はがきによる事前申込が必要）

　抽選　２０名



いよいよ連載も第１７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,、保健衛生員の『ちよ』

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

児童
対象

ー第２２回ー

とんちょの大冒険 　　2011年11月26(土)～27日（日）

『辰年・年女』

 

 

 

池

親子
対象

とんだ自然楽校　

　

児童
対象

玄海わんぱく自然塾

　お正月を目前に親子で参加する「餅つきとお正月飾りづくり」をしました。参加者の中には臼や杵で
お餅つきをしたことがない方も多く、大人も子どもも楽しん
で餅をついたり、丸めたりしました。お父さん方は力強
く杵を振り、お母さんと子ども達は餅とり粉で真っ白に
なりながらお餅を丸めました。お餅つきの最後には、
みんなでつきたてのきな粉餅をほおばりました。
　午後からはお正月飾りのミニしめ縄（輪締め）を作
りました。まず藁を整え、水で濡らし、木づちで叩い
てやわらかくします。その後は器用に両手を使って藁を
編んでいきます。藁を編むのは少し難しいけれど、さすが
家族！！どの家族も立派なしめ縄ができました。家族で４本ほど作ると、その
うちの出来ばえの良いものに飾りつけです。扇や葉みかん、ウラジロやユズリ
ハなどお正月らしい豪華な家族オリジナルのしめ縄ができました。
　

　　2011年12月23日(金)

　　2011年12月10(土)～11日(日)

　　　

～餅つきとお正月飾りづくり～

～山で遊ぼう荒武者の巻～

　小学１年生～３年生を対象としたキャンプです。第２回目は２１人の元気いっぱいの子ども達が集
まりました。さぁ大冒険の始まりです。今回は体育館にみんなでテントを建てました。まだまだ体の
　　　　　　　　　　　　　小さな子ども達は、大きなテントをみんなで協力して建てました。
　　　　　　　　　　　　　　とんちょの大冒険でみんなが一番楽しみにしている夕ご飯作りの時間
　　　　　　　　　　　　　です。夕ごはんは「こねこねハンバーグ」「カレーの炊込みご飯」を作
　　　　　　　　　　　　　りました。外でご飯を作るのはちょっぴり
　　　　　　　　　　　　　寒かったけれど、おいしいハンバーグにな
　　　　　　　　　　　　　るようにこねました。ごはんは飯ごうに
　　　　　　　　　　　　　レトルトのカレーを入れて一緒に炊込み
ました。みんなが大好きなメニューだったので残さず食事を楽しみま
した。２日目は青年の家のキャンプ場探検で、ドングリや木の実を拾っ
て思い出の作品を作りました。子ども達は全２回のとんちょの大冒険で
たくさんの仲間と思いっきり大冒険をすることができました。
　　　　　

　今年、年女です！！

　干支の中で唯一の架空の生き物であり神の使いとしてあがめられている十二支。

　辰年の性格といえば闘争心が強い星として知られていて、非常に強い競争心を持っており、どこまでも

闘いつづけようとするみたいです。

　また、辰年生まれは成功者が多く、それを見込んだ中国では辰年の出生率があがるそうです。

　そんな辰年に生まれた有名人は、チェ・ゲバラ、ブルース・リー、ジョン・レノン、王貞治、芥川龍之

介、金さん・銀さんなど、歴史に名を残した辰年生まれは多くいます。一度決心すると、たとえ周囲が不

可能だと言っても果敢にチャレンジし、その「勇気」と「不可能を可能にする力」を反映し『龍・ドラゴ

ン』が与えられたのではないかと言われているようです★☆★

　辰年に生まれたので、今年いろんな事にチャレンジしていきたいと思います!(̂ )̂!
　青年の家のキャンプで一番アク
ティブかつ、ハードなキャンプで
す。今回は１日目に頓田の貯水池
の周り4.5kmを巡るラリーと野外
炊飯。そしてキャンプ場に立てた
テントに泊まり、２日目には朝５
時に起きて、標高302mの石峰山
に早朝登山に出かけました。
　大人は少し厳しいと感じること
も、子ども達は仲間がいれば楽しい時間に変えてしまいます。石峰山
から見た北九州を、子ども達は達成感あふれる顔で身を乗り出して見
ていました。

石峰山頂からの眺めラリーがんばったよ！！

家族で協力して
作りました！！

←みんなで息を
　　　　合わせて！！

　玄海青年の家の隣には、北九州市の
飲料水の大半をまかなう遠賀川の水を
くみ上げて貯水した「頓田貯水池」が
あります。

　先日、子ども達のキャンプで貯水池
の周りを歩いていると、カモの群れの
中に白い何かが…？？

　その正体は、真っ白なアヒルでした。

　アヒルはカモ科の鳥なので、カモの
群れの中にいても、自然に馴染んで一
緒に水面を漂います。（アヒルがとて
も目立っちゃいますが…）

　貯水池の周りを歩く時は、ぜひ水面
の生き物たちにもご注目ください。
　
　ちなみに、アヒルとカモに会える場
所は緑の浮橋付近です☆
　
　たまに、カモ　　アヒルのカップル
も見られますよ☆

←アヒルちゃん

←

←

←

アイガモくんたち


