国立赤城青少年交流の家ニュースレターvol.1３ 【隔月発行】

●な んと１４年ぶりに赤城に帰っ て きま した 。早く 今の仕事を

覚え て みな さんの力になれるよう 頑張りま す！（原田）
●新年度の目標は、何事も 余裕を も っ て 取り組んでいけ る

よう にする・・・現時点できて ま せんが・・・（中屋）
●働き過ぎ ない。食べ過ぎ な い。寝過ぎ ない。それから愛しす

クローネンベルクは自然
に恵まれた、見て、食べて、

ぎ ないこと。できるわけな いけど。（新井伸）
●新しい職場環境に慣れ、迅速・丁寧な 業務実行を 目指しま

体験する「王家の丘」とい
う意味を持つテーマパーク。
四季折々の花々やのどかな
牧場風景、本場ドイツの味
と文化をからだ全体で感じ

す。生活面では自炊のメニューを 増やしたいです。（森田）
●立て た 目標が空中分解して いる今日この頃。とも かく 脈が

サン バを 打たないよう に健康な一年にしま す。(小川）
●初めて の群馬県、赤城山を 中心にいろ いろ な ところ で、見
て、食べて 、楽しみたいと思いま す。(松崎）
●「一歩一歩」進んで行く た めに、足元を きち んと確認して い

られます。本場ドイツ仕込
みの自家製ソーセージや地
ビール、石窯で焼いたパン
やピザなど、赤城の自然の
中で食べる味は格別。人気 動物たち とのふれあいも、クロ ーネン ベルクの大きな魅力の
の手作り体験教室では、ソー １つです。餌を あげる ことも出来ますよ 。
セージやバターを自分で作っ
て食べられ、アルパカやウサギたちとの動物の触れ合いも。その他、芝そりやゴー
カート、足こぎボートなど自然遊具も充実。子どもから大人まで楽しみ方はいろ
いろ、是非足を運んでみてください。(文：新井義)
■所要時間:交流の家から車で20分 ■TEL:027-283-8451
■住所:群馬県前橋市苗ヶ島町2331■営業時間:春季(3/1～7/31)9時～１7時
夏季(8/1～8/31)9時～18時 秋季(9/1～11/25)9時～17時 冬季(11/26～2/29)10時～17時
■料金:3月～11月 大人1,000円 小人500円 12月～2月 大人500円 小人無料 ※3歳以下無料

きたいです。（鈴木）
●昨年採れた朝顔の種を 蒔きま した （緑のカ ーテン ）。皆が元

気に働けるよう に。(神山）
●音・色・光、自然を 感じながら、年々感じる体力の衰えを パワー
ア ップ!!(阿佐美）
●赤城に通勤しな がら、新緑や色とりどりの花を 見る自分が。

意外であ るが、興味を も つことは大事だなぁ。(星野）
●母が失業した ので、何ふり構わず一生懸命この仕事を 頑張
りた いです。あ とは痩せた いです。(江原）
●４月から赤城に復帰しま した ！子育て目線だといろ んな こと

が新鮮～☆たるんだ脳を 鍛え ま す。（川崎）
●赤城七山制覇＆今年こそ夢の60台に・・・」（根岸）
●よう やく 仕事にも 慣れはじめ、自分のできることを 増やして

いこう と模索中です。体と心と頭を フル回転してがんばりま す。
（木暮）
● 量より質。長い目で 見て も そ の方が良いと思いま す。未来

※犬300円(犬以外のペットは入園できま せん)●休園日等詳しく は、ＨＰにて ご 確認く ださい。
を 見据え て 行動しま す。(高瀬)
●ま ず痩せる！とにかく 痩せる！そして ・・与え られた 仕事を
期限前に終わらせることが今の目標です。（黛）
●ついに来た来た梅雨の時期！心だけは、いつも 晴れ晴れと、

決して 蒸し暑く ならないよう に気を つけよ！(^_^;)

(廣澤)

●育てていた鉢植え のケ ヤキ が…2泊3日の出張の間に枯れ

文：星野 正孝（ほしくん）
【ほしの まさたか】

てしま いま した 。失っ て、命を 強く 感じま す。（桜井）
●４月から赴任しま した 。赤城山でフットワーク軽く 活動して い
きま す。よろ しく お願いしま す。（新井義）
● 道歩く 春の顔ぶれ 変わりゆき

分からない・怖い・大変から安心・楽しむ・挑戦へ。
青少年教育施設を利用するときの参加者の方の気持

緑に咲きでる 色を 待つ(山田)
●トップア スリートを 目指して 、日々鍛え る。怠っ たら負け。

ちだと思います。振り返れば、自分自身も 何気ない遊び
や体験学習の中で、悔しさや楽しさを味わい、このよう
なサイクルを経て成長してきたのだなぁと思います。
しかし、残念なのは、体験学習の概念や効用があまり

（井上）
●ひとのお世話にな らぬよう 、ひとのお世話を するよう に、そ
して報いを 求めぬよう 。スカ ウト精神を 最後ま で。(小野里）
●梅雨明け も 間近とな り、暑さとの戦いが始ま ろ う として いま

浸透していないこと。子ども の頃の様々な体験が豊富な
人ほど、大人になってからのやる気や生きがい、モラル
や人間関係能力などの資質・能力が高い傾向にあると
の調査結果がありま す。子ども たちの健やかな成長に
は普段からの、友だちとの遊び、お手伝いや地域での

「タチアオイ」

すが、体力は反対に雑草は年々強く な る気がしま す。雑草の
強さがう らやま しいよ。（佐藤）

初夏の訪れを告げるタチアオイ。道端にいつの間にか
この花が、ま っ すぐに丈を 伸ばしているのを 見つけま した。
みずみずしい季節の到来を 予感させてく れま す。

活動などが大切ですね。手間がかかるかも しれま せん 小学生に オ リエン テーリン グ の
指導中です！
が、良い体験の場を与えられる社会になればと思いま
す。
これからも 職員一同、力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、どう ぞよろし
く お願いいたします。

ずいぶんとあたたかく なってきたなと思ったら、
あれよあれよと思う 間に、
暑いと思う よう になってきた気がします。

けてしまう と全ての感性にふたをしてしまいます。目を閉じ耳をふさぎ、

これは季節の移ろいが少し変なのでしょう か。それとも 、微妙な季節の

肌は露出しないよう に衣服で被い、息さえも 風の中で必要最低限にし

変化を感じる私の感性が衰えているのでしょう か。はたまたその両方な

て…しかし、風に向かって立つと、すべての感性が際立ってく るのです。

のか。皆さんの感性はいかがですか？

木々を揺らす風に目を凝らし、ごう ごう という 風を聞き、肌に風を受け、

そう いえば、ここ赤城で痛烈に思っていることがあります。

風の運ぶにおいを胸いっぱいに吸い込むのです。そう やって、感性

ここの風は強い！赤城おろしは、すごい。 この赤城おろしの強い風

は呼び覚まされ、も っとも っと敏感になっていく のです。
よ し い え

は、衰えそう な感性を呼び戻してく れる気がするのです。風に背を向
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【タイトルの「カラゴロリ」は、赤城名物の“からっ風”と雷の“ゴロゴロ”に由来します】

所長 桜井義維英

■４月の利用者数
…14,281人
158団体

今年度から新たに創作プロ
グラムに仲間入りした「森の
４月１３日（土）に国立赤城青少年交流の家で、子どもたち
にたくさんの体験活動をして豊かな心を養って頂けるように地
域の団体の方々の協力を得て「あかぎ南ろく桜フェスタ」を開
催しました。おかげさまで当日は、２０００名を超える来場者

こびん」の紹介です。もうす
でに体験した学校もあります
が、森の中へ木の実などを拾
いに行き、こびんの中に赤城
森のこびんの作品例です。瓶の形は
の自然をぎゅっと詰め込んで、

があり会場は大変にぎわいました。本当にありがとうございま
した。
地元の中学校や短大や大学、そしてご当地アイドルのＡＫＧ
さんや湯けむり☆美少女さんによる音楽を中心としたコンサー
トステージ。魚のつかみどりや木登り等のさまざまな体験ブー
スのチャレンジステージ。地元の団体さんのおいしい屋台が並
ぶにぎわいステージでは、子どもたちの楽しそうな声、笑顔が
たくさん見られました。
また、みなさん方が帰られる時、スタッフに「楽しかった」、
「ありがとうございました」等の声をかけてくれたのがとても
嬉しかったです。協力してくださった各団体の方、当所非常勤
講師の方、スタッフとして力を注いでくださったボランティア
の方々、本当にありがとうございました。
来年も必ず、やります。どうか、来年も桜の花が満開であり
ますように。（文：広沢）

右の丸いも のになりま す。

出店団体一覧
コンサートステージ
上州赤城太鼓／榛東ふるさと太鼓／富士見中学校吹奏楽部
前橋国際大学合唱団Ｍａｎｎａ／ＡＫＡＧＩＤＡＮ－ＡＫＧ－
育英短期大学ハニーキッズ／湯けむり☆美少女

世界で１つの小さな赤城の森
を作ります。
赤城の森は、沢山の植物と野生動物が暮らす自然豊かな森で
す。その中で仲間と協力しながら過ごした思い出を何か形とし
て残し、家に持って帰って欲しいという想いからこのプログラ
ムは生まれました。
こびんの中に入れるものは枯れ葉・木の実・砂・土、何でも
OKです。入れるものやこびんへの入れ方によって、全く雰囲気
の違った作品になります。林間学校の思い出を赤城の自然と一
緒にこびんに詰めて、大切な宝物にしませんか？
（文：黛）

チ ャ レ ンジ ステージ
あかぎネイチャーゲームの会／群馬自然体験研究会／上州竹とんぼの会

国立赤城青少年交流の家で活躍する、非常勤講師やボラ ンティアの方をご紹介

ボーイスカウト群馬県連盟／富士見ＶＹＳ／赤城南麓森林組合
チャウス自然体験学校／ぐんま山森自然楽校／大崎つりぼり

●国立赤城青少年交流の家 「レ ストラ ン赤城」運営
わくわく体験群馬サポートセンター／こどものくらしを守る会
切り絵教室／前橋市赤城少年自然の家／群馬大学理工学部

【 ユ ーレストジャパン 株式会社 笠原店長】

にぎ わいステージ

■５月の利用者数
…18,484人
139団体

★利用団体
種類別の割合⇒

Ｑ． 指導上、引率者が 入浴時間に 間
に 合 わ な い 場 合 は ど う し たら 良 い の
でしょう か？
⇒浴室でしか出来ない指導も あるた
め、引率者の方には児童・生徒・研修生のみなさんと一緒に入浴し
ていただきたいと考えています。しかし、全ての引率者の方が一緒
に入ることが出来ない実情も 考慮して、22：30～から23：00までリーダー
浴室を利用できるよう にしております。一人ずつしか入れませんが、
ご利用を希望される場合は事務室にご相談く ださい。
Ｑ．雨天時プログラム は ど の よう なも の が あるでしょう か？
⇒雨天時に行えるプログラムとしましては、今年度から導入された
「く るく るタネ」や「スーパー竹とんぼ」などがあります。それ以外にも
様々なプログラムがありますので、当施設のホームページに載せて
ある「プログラムガイド」（平成２５年度版）を参考にしてみてく ださい。
も し不明な点等ありましたら、いつでも 相談に乗りますのでお気軽
にご連絡く ださい。

富士見赤十字奉仕団／７年会有志／あかぎボランティア／狩野商事
群馬県森林組合連合会／富士見村特産品販売組合／シグマ総建
障害福祉サービス事業所なかま／屋台らーめん好／／富士見商工会青年部
おこわ専門店なでしこ ／ＡＫＡＧＩやる気塾／アドベンチャー集団Ｄｏ！

笠原店長(写真左)を はじめ、お世話になっ ているスタッフのみなさま です。

★部屋に あるふとんの たたみ方の 写真が 実際の も の と違っ てい ま
した。
⇒利用者のみなさまがより快適に宿泊いただけるよう 、宿泊室内
の備品の入れ替えを行っております。そのため、整頓の参考にな
る写真との違いが生じてしまい、大変申し訳ございません。室内の
整備に合わせ写真の更新も 順次行っていきますので、ご了承く だ

「レストラン赤城」を運営している「ユーレストジャパン㈱」の笠原店
■【
【ぐん ぐん アド ベン チ ャーキャン プ 】 全６回
(対象：小学1年生～3年生)
今年度のぐんぐんアドベン チャーキャン プは、
小さなお子さんの自然体験活動機会を 拡充させる
ため、低学年限定の１泊２日キャン プです。

●第1回
●第2回
●第3回
●第4回
●第5回
●第6回

・・・・・・・開
開催日程・・・・・・・
6月15日(土) ～ 16日(日)
7月20日(土) ～ 21日(日)
9月14日(土) ～ 15日(日)
10月12日(土) ～ 13日(日)
1月11日(土) ～ 12日(日)
2月 8日(土) ～ 9日(日)

※終了
※受付終了
※受付終了
※受付中
※受付中
※受付中
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■【
【ふみだ す探険隊 リフ レ ッシュキャン プ 】 全１０回
(対象：福島県内の 小学生)
リフレッシュキャン プとは・・・？？ →福島県の子ども たちに放射線量が低い地域で自然体験活動を 提供し、
子ども たちがのびのびと遊び、日頃のストレスを 和らげることを 目的としたキャン プです。
・・・・・・・開
開催日程・・・・・・・
●第1回 6月29日(土)～30日(日) 〔協力：赤城自然塾〕 ※終了
●第2回 9月7日(土)～8日(日) 〔国立赤城青少年交流の家〕
●第3回 10月5日(土)～6日(日) 〔協力：前橋市赤城少年自然の家〕
●第4回 10月12日(土)～14日(月) 〔協力：赤城自然塾〕
●第5回 10月26日(土)～27日(日) 〔協力：わく わく 体験群馬ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ぐんま 山森自然楽校、南牧村〕
●第6回 11月16日(土)～17日(日) 〔協力：前橋市赤城少年自然の家〕
●第7回 11月23日(土)～24日(日) 〔協力：わく わく 体験群馬ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、ぐんま 山森自然楽校、南牧村〕
●第8回 11月30日(土)～12月1日(日) 〔協力：アドベン チャー集団Do！〕
●第9回 2月1日(土)～2日(日) 〔協力：前橋市赤城少年自然の家〕
●第10回 2月8日(土)～9日(日) 〔国立赤城青少年交流の家〕

長とスタッフの皆さんです。スタッフ総勢２０人（内売店３人）で２交代
勤務で運営しています。多い時には８００人分の食事(昼食)を提供
することも あります。バイキングスタイルですが、「好きなも のだけで
はなく 、栄養バランス良く 食べていただける事」を常に意識してバ
ラエティーに富んだメニューや子ども たちが食べたく なる様なメニュー
作りに力をいれています。食堂での小学生の食事量や種類の少な
い傾向を改善するために「野菜を少しでも 多く 食べても らえるよう
に」との願いを込めてデザートを作りました。これは、野菜を長時間
煮込みペースト状にした「野菜ペースト」を加えてデザートのゼリーを
作ったも のです。「とても 美味しい」と好評を得ています。多く の人
に食べていただきたいメニューです。「おいしい食事」と「スタッフの
笑顔」を皆さんも ぜひ体験してく ださい。
（文：鈴木）

さい。
★ 人 間 関 係 作 り に お い て、 大 変 効 果 的 な 指 導 を し てい た だ き ま し
た。
⇒当施設では、各団体のねらいが達成できるよう 、施設職員が直
接指導する活動や、施設職員の助言を受けながら各団体で自主
的に実施できる活動、外部の専門講師（※別途指導費がかかりま
す。）のついた活動を提供しております。自然体験活動や仲間づく
り等、できる限り「みなさまのねらい」が達成出来るよう プログラム相
談も 行っております。また、プログラム企画の理解を深めていただ
き、効果的かつ安全に研修を実施していただく ことを目的に、野外
炊事やキャンプファイヤー指導等の「学校スキルアップ研修」も 行っ
ております。ぜひ、お気軽にお問合せく ださい。
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