
国立赤城青少年交流の家ニュースレターvol.２１【隔月発行】

今今今今年年年年もももも暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏ででででししししたたたた。。。。

負負負負けけけけそそそそうううう なななな頃頃頃頃、、、、少少少少しししし早早早早くくくく 秋秋秋秋模模模模様様様様ににににななななっっっっててててくくくく れれれれたたたたここここととととにににに救救救救わわわわれれれれままままししししたたたた。。。。

涼涼涼涼ししししくくくく ななななるるるるとととと夏夏夏夏休休休休みみみみのののの事事事事業業業業がががが遥遥遥遥かかかか昔昔昔昔にににに感感感感じじじじらららられれれれまままますすすすがががが、、、、ややややははははりりりり印印印印象象象象深深深深

かかかかっっっったたたたののののはははは、、、、7777泊泊泊泊8888日日日日のののの主主主主催催催催事事事事業業業業『『『『赤赤赤赤城城城城ややややままままななななみみみみチチチチャャャャレレレレンンンンジジジジキキキキャャャャンンンンププププ』』』』のののの

子子子子どどどどももももたたたたちちちちのののの笑笑笑笑顔顔顔顔ででででししししたたたた。。。。

ここここののののキキキキャャャャンンンンププププはははは、、、、テテテテンンンントトトト生生生生活活活活ををををししししななななががががらららら、、、、赤赤赤赤城城城城山山山山のののの７７７７つつつつのののの頂頂頂頂上上上上ををををすすすすべべべべ

てててて踏踏踏踏破破破破すすすするるるるハハハハーーーードドドドななななももももののののでででですすすす。。。。歩歩歩歩くくくく 距距距距離離離離はははは山山山山道道道道ばばばばかかかかりりりり５５５５００００kkkkmmmmをををを超超超超ええええまままますすすす。。。。

体体体体力力力力のののの消消消消耗耗耗耗とととと生生生生活活活活スススストトトトレレレレススススでででで、、、、落落落落伍伍伍伍者者者者がががが何何何何人人人人かかかかはははは出出出出るるるるとととと心心心心配配配配ししししたたたた序序序序盤盤盤盤でででで

ししししたたたたがががが、、、、転転転転機機機機はははは中中中中日日日日のののの4444日日日日目目目目ででででししししたたたた。。。。ここここのののの日日日日、、、、早早早早朝朝朝朝登登登登山山山山のののの後後後後はははは、、、、比比比比較較較較的的的的

ゆゆゆゆっっっったたたたりりりりししししたたたた予予予予定定定定だだだだっっっったたたたののののでででで、、、、子子子子どどどどももももたたたたちちちちはははは体体体体もももも心心心心ももももリリリリセセセセッッッットトトトででででききききたたたた感感感感じじじじ

ががががししししままままししししたたたた。。。。

テテテテレレレレビビビビややややゲゲゲゲーーーームムムム、、、、携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話ももももなななないいいい生生生生活活活活ににににすすすすっっっっかかかかりりりり順順順順応応応応しししし、、、、４４４４日日日日前前前前にににに会会会会っっっっ

たたたたばばばばかかかかりりりりのののの友友友友だだだだちちちちととととはははは、、、、ももももうううう 何何何何年年年年もももも知知知知りりりり合合合合いいいいののののよよよようううう でででですすすす。。。。

１１１１人人人人遊遊遊遊びびびびのののの道道道道具具具具はははは何何何何ももももなななないいいいののののでででで、、、、友友友友だだだだちちちちととととよよよよくくくく 話話話話しししし、、、、遊遊遊遊ぶぶぶぶとととといいいいうううう 子子子子どどどどもももも

本本本本来来来来のののの姿姿姿姿がががが見見見見らららられれれれ、、、、東東東東京京京京オオオオリリリリンンンンピピピピッッッッククククのののの頃頃頃頃のののの””””昭昭昭昭和和和和””””にににに戻戻戻戻っっっったたたたよよよようううう ででででししししたたたた。。。。

そそそそししししてててて、、、、参参参参加加加加者者者者全全全全員員員員がががが元元元元気気気気にににに終終終終了了了了すすすするるるるここここととととががががでででできききき、、、、子子子子どどどどももももたたたたちちちちににににととととっっっっ

ててててここここのののの体体体体験験験験ががががここここれれれれかかかかららららをををを頑頑頑頑張張張張れれれれるるるる大大大大切切切切なななな抗抗抗抗体体体体ににににななななっっっっててててくくくく れれれれたたたたとととと信信信信じじじじてててて

いいいいまままますすすす。。。。 所所所所長長長長 杉杉杉杉浦浦浦浦俊俊俊俊之之之之

「ズミの実」

この名前は、樹皮から染料を採取するので「染み」から「ズミ」に

なったと言われています。煮出すと黄色の染料をとることが出来

ます。 花もすごく 綺麗で、リンゴの花によく 似た純白の花が豊

かに咲き誇っている様子は、思わず足を止めて見入ってしまい

ます。赤や黄色に色づく 秋の恵みを是非、見つけてみてく ださ

い。

私の目にう つる日々は、慌ただしく 暮らす子どもとの毎日

で。広く ものを見る目は持てませんが、見えるものも出てきた

よう に思います。

子どもの入園先を探し始めました。どんな教育をしているか

など、＋αの部分はそれぞれ特色があっていいですが、安全

や子どもへの対応は、どこへいれても安心という 世の中

になってほしいです。

３年前の１０月から赤城で働き始めました。今は週２日の勤務で、こう いう 働き方を受

け入れていただき感謝しています。子どものことを考えて、育児＆家事バランスをとること

が母親にとって最大の課題かも･･･。｢多様な働き方｣、増えていく といいな。

赤城を利用された方からのアンケートを集約しています。いただいた声は、職員

ちゃんと見ています。少しずつ改善されているところ、ぜひ探してみてください＾＾

これから赤城に来る皆様。忘れ物がたく さん見つかるので、帰る前に必ず

忘れ物チェックしてくださいね～！

●「食欲の秋」でしょう ! さんまに柿、もひとつ牡蠣。秋は最高

です。 （杉浦）

●汗かかなく なったな秋。汗かきな自分は、ハンカチが汗だ

く にならなく なったら秋を感じます。あっ秋でも汗かく か・・。

（中屋）

●バイクの秋。涼しいこの時期に乗らないと、あっという 間に

寒く て辛い冬になってしまう ので。久しぶりにキャンプツー

リングにでも行きたいなあ。 (原田）

●ミュージカルな秋。今秋は帝国劇場や新国立劇場等様々な

会場で気になるミュージカルが上演されるので観るのが楽し

みです。 (森田)

●紅葉＆登山の秋。昨年度、赤城山の紅葉に感動しました。

今年もたく さん登るぞ！ (木暮)

●行楽の秋に、旅先での味覚の秋。秋はおいしい食材が多い

ので、出かけるのが楽しみです。 (高橋)

●彼岸花は咲いたか金木犀はまだかいなの秋。桜前線なみ

に楽しみにしています。（食欲は一年中です） (手島)

●彩の秋。一本のモミジの樹木に、緑、黄色、赤、オレンジな

ど、様々な色に溢れ、とても綺麗です。 （山田）

●体力アップの秋。暑い夏が終わりアウトドアに最適な季節

年齢的にも足腰を鍛えることに集中したい。 （松崎）

●子ども と散歩が楽しいけれど、あっちこっちでなかなか帰

れないぞ、な秋。18時のお寺の鐘が鳴る～♪泣。 （川﨑）

●エビフライな秋。運がいいと森ではエビフライを拾えます。リ

スが松ぼっく りを食べた跡ですが、見つけられると嬉しく なり

ますね。 (根岸)

●美術館巡りの秋。秋は街歩きがしやすいので、たく さんの美

術館を巡りたく なる季節です。 （織間）

●夕焼けの秋。榛名と燃えるよう な夕焼けを写真に。野望は、

紅葉を見ながらの、自転車通勤！？ （小川）

●星空の秋。乾燥してく るこの時期は、きっと満天の星がみら

れる！という 願いを込めて。 （落合）

●空が綺麗な秋。風薫り、風美しく 、秋の空。良い季節になり

ました。 （髙瀨）

●朝晩に肌寒さを感じる秋。稲穂が実って、田んぼ一面黄金

色に輝く 実りの秋、早く 新米を食べたいな。 （根本）

●アキアカネの秋。夕暮れ時の稲刈りの行われている田んぼ。

小学校の頃、家に帰る時の映像です。 （新井）

●「ぐんまちゃん」に癒される秋。ぐんまちゃんも (!?）秋だから

太っちゃう のかな？と、心配です。 「食欲の秋」は避けたい

私。 「味覚の秋」く らいに・・・。 （鈴木）

●食欲の秋。体力をしっかりつけましょう 。残暑を忘れるよう

な日々が続き、秋の気配を感じる今日この頃です。 (佐藤)

●読書の秋。通常の３倍のスピードで読書ができるのは、赤い！

赤い！季節だからかなぁ (井上)

●稲穂が揺れる秋。がんばって植えた稲がたわわに実って

います。新米と出会えるまで、あと少し!! (黛)

●チャレンジの秋です！9月で30歳になったので、禁煙にチャ

レンジ(^O^)／（江原）

地球が誕生してから約４６億年。

地球や生命の歴史すべてをまとめた

「自然史」をテーマにした施設が、

群馬県立自然史博物館です。

常設展示では、地球の誕生から生

命の進化の歴史や群馬県の豊かな自

然を紹介しており、全長１５mのカマ

ラサウルスの骨格標本や壮大なブナ

林のジオラマなどは迫力満点です。

特に実物大のティランノサウルスの

模型には大人も圧倒されます。しかもこの恐竜、動きます！その他にも透明な床

の下に化石の発掘作業の展示がある場所など見どころはたくさんあります。

また、１０月４日(土)～１１月３０日(日)は「闇夜の動物たち」という企画展

が行われます。ヒトが寝静まってから始まる夜の世界。不思議でちょっぴりあや

しいもう１つの世界をのぞいてみませんか？ (文：落合)

魅力がたっぷり詰まった常設展示室。

■所要時間：交流の家から車で50分 ■TEL：0274-60-1200

■住所：群馬県富岡市上黒岩1674-1 ■休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末元日

■料金：一般：510円（410円）、大学・高専・高校生 300円（240円）、中学生以下：無料

※企画展開催中は料金が変わります。 ※( )内は20名以上の団体料金となります。

■開館時間9：30～17：00 (入館は16：30まで)

【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】国⽴赤城⻘少年交流の家ニュースレター vol.２１

文：川﨑 有希

【かわさき ゆき】

１児のママである川崎さん。他の

職員と見るところが違います



ゴールの時、充実感に満たされた子どもたちの様々な表情が

そこにありました。笑顔の子、涙を流す子、座り込んでしまう子、

お互いに抱き合って喜ぶ子どもたち。

ゴールまでの過程では、毎日８～９時間の登山からくる疲れや

ストレス、わがままなどから言い合いをしたり、班の雰囲気が悪

くなったりといろいろ大変なことがありましたが、その都度話し

合ったり、仲間やスタッフの支えもあり絆を深めることができま

した。最終日の出発式(決意を述べる会)では１人１人の決意の言

葉を充実した表情で述べて

くれました。

今年は、昨年より日程を

１日増やし、その中初めて

行った地蔵岳への早朝登山

は、朝３時に起き出発しま

した。天気にも恵まれ山頂

からは、めったに見ること

のできない雲海から昇るご

来光を見ることができまし

た。どこからともなく「わー！」

「きれい！」などの声が湧き上がり、目の前にある自然の美しさ、

神秘さに心奪われました。

大沼でのカッター体験は、参加者やスタッフが声を出し合い１

つの目標に向かって艇を進ませることで、後半の登山に向けて全

員の気持ちを１つにする良い機会となりました。

この８日間の体験を通し、苦しいこと辛いことを含め様々な体

験をした子どもたちは、「赤城全山制覇！」を胸に新たな決意で

日常生活へと戻って行きま

した。きっとこれから訪れ

る困難なことにも勇気をもっ

て立ち向かってくれると思

います。

（文：新井）

国⽴赤城⻘少年交流の家ニュースレター vol.２１

■■■■ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア養養養養成成成成セセセセミミミミナナナナーーーー

11110000////22225555((((土土土土))))～～～～22226666((((日日日日)))) 1111泊泊泊泊2222日日日日

ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアアにににに関関関関すすすするるるる知知知知識識識識をををを学学学学

習習習習ししししたたたたりりりり、、、、人人人人間間間間関関関関係係係係をををを構構構構築築築築すすすするるるる

たたたためめめめのののの技技技技術術術術をををを習習習習得得得得ししししたたたたりりりり、、、、社社社社会会会会

にににに積積積積極極極極的的的的にににに関関関関わわわわろろろろ うううう ととととすすすするるるる若若若若

いいいい人人人人材材材材をををを育育育育成成成成ししししまままますすすす。。。。

ざわざわ森泊

おおさる山乃家泊

前橋市立赤城少年自然の家泊ご来光をバックにみんなで記念写真。

前橋市立赤城少年自然の家泊

前橋市立赤城少年自然の家泊

前橋市立赤城少年自然の家泊

仲間づくり、装備準備、行動計画づくり

滝を目指してロングトレイルスタート!!

トレイルの続き〜頂上へ！野営準備

トレイルの続き〜日の出登山、野営準備

トレイルの続き〜山頂を目指す、野営準備

トレイルの続き〜最高峰へのチャレンジ

国立赤城⻘少年交流の家泊

トレイルの続き〜全山制覇し、ゴールへ！ン

ファイナルパーティー

■■■■秋秋秋秋ののののアアアアウウウウトトトトドドドドアアアアフフフフェェェェススススタタタタ

11110000////22226666((((日日日日)))) 日日日日帰帰帰帰りりりり

「「「「今今今今日日日日ががががアアアアウウウウトトトトドドドドアアアアデデデデビビビビュュュューーーーのののの日日日日」」」」ををををキキキキャャャャッッッッ

チチチチフフフフレレレレーーーーズズズズにににに行行行行うううう 、、、、誰誰誰誰ででででもももも 気気気気軽軽軽軽にににに参参参参

加加加加出出出出来来来来るるるるフフフフェェェェススススタタタタでででですすすす。。。。参参参参加加加加費費費費無無無無料料料料でででで、、、、

火火火火遊遊遊遊びびびび、、、、ククククララララフフフフトトトト、、、、場場場場内内内内ハハハハイイイイククククななななどどどど沢沢沢沢山山山山

のののの体体体体験験験験ががががででででききききまままますすすす。。。。

■■■■ススススポポポポーーーーツツツツ交交交交流流流流デデデデーーーー((((ババババススススケケケケ ))))

11111111////1111((((土土土土))))～～～～3333((((日日日日)))) 2222泊泊泊泊3333日日日日

県県県県内内内内外外外外のののの中中中中学学学学校校校校ののののババババススススケケケケ部部部部がががが集集集集

ままままりりりり、、、、優優優優勝勝勝勝目目目目指指指指ししししてててて戦戦戦戦いいいいまままますすすす。。。。

■■■■子子子子どどどどもももも ゆゆゆゆめめめめ基基基基金金金金説説説説明明明明会会会会

11111111////8888((((土土土土)))) 日日日日帰帰帰帰りりりり

近近近近隣隣隣隣のののの民民民民間間間間団団団団体体体体をををを対対対対象象象象ににににししししたたたた、、、、子子子子

どどどどもももも ゆゆゆゆめめめめ基基基基金金金金のののの利利利利用用用用ににににつつつついいいいてててて，，，，よよよよりりりり

わわわわかかかかりりりりややややすすすすくくくく 申申申申請請請請ががががででででききききるるるるよよよようううう にににに

すすすするるるるたたたためめめめのののの説説説説明明明明会会会会をををを実実実実施施施施ししししまままますすすす。。。。

子どもたちと関わることが大

好きでボランティアを始めた星

野さん。普段は発達に遅れが

あったり言葉の遅れがあったり

と困難を抱えた子どもたちと一

緒に保育士として活動していま

す。その仕事を始めたきっかけ

を聞く と、【障がい】をもっと知り

たいと様々な施設でボランティアをさせて頂き、この仕事をしたい！

と就職を決めたそう です。これからは障がいのある子どもたちとの

野外活動にどんどん参加していきたいと笑顔で語ってくれました。

新井さんは未就学の子どもたちに発達支援を行う 仕事をしてい

ます。主に生活を整えること、はう運動遊びによる療育を中心に日々、

子どもたちと過ごしているよう です。

何故、ボランティアを始めたのかを聞く と、自分のやったことを喜

んでくれる子どもたちの様子が嬉しくて、もっとその笑顔を見たい、

と思ったことがきっかけになったよう です。これからやってみたいこと

を尋ねると、ボランティアや仕事で経験したことや学んだことを活かし

て自分の子どもを育ててみたいと話してく れました。素敵なお母さ

んになることは間違いなしです。

赤城で活躍している、笑顔が本当に素敵な星野さんと新井さん。

そんな可愛らしい2人に是非、会いに来てください。 (黛)

国⽴赤城⻘少年交流の家ニュースレター vol.２１

ディスクゴルフとは、ゴルフのボールの代わりにフライングディスク

(以下ディスク）を使用し、専用ゴールに、何投で投げ入れることがで

きるかを競う スポーツです。

ルールも簡単で、ひとり１枚のディスクを用意し、数人でグループを

組んで数ホールを回ります。１投目はスタート地点から投げ、２投目か

らはディスクが止まったところから投げます。ディスクは転がしてもＯ

Ｋですし、慣れればディスクをカーブさせて障害物を避けてゴールを

狙う なんてこともできます。

交流の家には移動式ゴールが8

基あるので、コースも自由に設定で

きます。

また、ディスクだけの貸し出しもで

きますので、単純に広場で投げ合

う のも気持ちいいですし、最近で

はドッチビー（ディスクを使ったドッ

チボール）用のディスクも貸し出しし

ています。

一度チャレンジしてみてはいかが

ですか？ （文：根岸）

中秋の名月はご覧になりましたか？

その日、ナイトウォークをしていた小学生は、月明かりで自分の影が

できたことに驚いていたそう です。貴重な体験ですね。

さて、交流の家の周辺でも鮮やかな紅葉と虫の合唱が秋を知らせて

くれます。

青い空と紅葉に目を向けがちですが、

足下に葉と枝の付いたドングリを見た

ことがありませんか？ 「ドングリが勝手

に落ちてきた～」と子どもたち。

犯人は「チョ ッキリムシ」という虫です。

長い口でドングリに穴を開け、産卵した

後、茎をまた長い口でちょっきりと切

り落とします。かえった幼虫は、その

ドングリを食べて成長するそう です。

自然の中には、虫たちの小さな小さな生きている跡がたく さんありま

すね。 (文：小川)

フライングディスクの専用ゴール

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

■8月の利用者数

…13,565人

117団体

■９月の利用者数

…12,161人

99団体

★利用団体

種類別の割合⇒

●●●●国国国国立立立立赤赤赤赤城城城城青青青青少少少少年年年年交交交交流流流流のののの家家家家 ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア

星星星星野野野野 未未未未帆帆帆帆ささささんんんん ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアアネネネネーーーームムムム 【【【【みみみみくくくくろろろろんんんん】】】】 左左左左

新新新新井井井井 里里里里枝枝枝枝ささささんんんん ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアアネネネネーーーームムムム 【【【【りりりりええええっっっっててててぃぃぃぃ】】】】 右右右右

施設をご利用いただいて食事をしようと列を作って待って

いると、職員が先に食べていることに気づかれた方もいるの

ではないかと思います。「なんだ、食べられるのなら早く空

けてくれたら良いのに」と思った方もいらっしゃるでしょう。

実は、これは「検食」と言って職員による大切な安全点検

なのです。異物が入っていないか、悪くなったものは出して

いないか等を確認したうえで食堂をオープンします。もちろ

ん食堂スタッフも厳重にチェックを行っているのですが、さ

らに職員のチェックが入ることで、食中毒などを二重に防止

するための大切な確認の機会なのです。

このほかにも、年間十数日の休所日が設けられていますが、

これも施設整備のために確保している大切な休所日です。宿

泊室や研修室、野外の活動場所の安全点検、エアコンなどの

機器のメンテナンス、場内の草刈り等を行っています。利用

者のために安全に気持ちよくご利用いただくために、職員自

身の手で施設を守っています。 (文：高瀬)

提供：群馬県立ぐんま昆虫の森


