
 

 

 

 

月 9日】  

焼きを楽しもう 8月 9日】  

 

 

   【遊んで、学んで  ①7 月 10～23日 ②8月 16～19日】     【少年キャンプ ③ 8月 3～7日】 

3回目は青年の家を拠点に 4泊 5日で 

 

 

 

 

 

 国語と算数の復習を重点に夏休みのドリルも行いました。           手作りのイカダは今回のメイン！ 

【少年キャンプ④8月 23～25日】 

好評のため追加で 2泊 3日を実施 

 

           

   

 

宿題のポスター描き。     いろいろな体験の中でカヌーは大喜び。      

【七宝焼きを楽しもう 8月 9日】   

四街道のお寺で座禅の体験。 

 

 

 

 

細かい作業と工程を  電気炉で焼きます。         

熱心に行っています。  焼きは講師が。               流しそうめんを楽しみました。 

                                                                  うつわ、お箸、流しのセットは手作り。   

【ラートを楽しもう 10月 12,13日】会場 : 手賀の丘少年自然の家         

 

←バランス感覚を向上させます。全身を使う 

ので大変かな？ 

県立手賀の丘少年自然の家と共催で行いました。 

 

 

【教員のための野外活動実技研修 10月 26日】   先生方向けの新規事業で、30名弱が参加されました。 

 

 

 

 

                   

 

学校教育に自然体験活動の意義 (講義)     レクレーションの実習                野外炊さんの実習  

                                              みなさん生徒に返ったようです。                                                            

            

 

  今年度の後半の主催事業は 18事業、24回行います。うち宿泊事業は７事業あります。新規事業として「東青・

青年ふれあいのつどい 」と「東青・おもてなしカレッジ」があります。 

                                                                                                                                                     

【公募の事業】 

● 東青・おもてなしカレッジ ① 11月 15・16日(土・日) ② ③は 2月、3月に開催。 

   対象 : 小学 4年生 3回出席が条件。  定員 20名         参加費 :①③1000円 ②500円 

   ※ 東京オリンピックに向けて、外国人へのおもてなしの心を養成する長期リーダー講座 

● 太巻き寿司を作ろう (週末ふれあい推進事業)  ① 11月 16日 (日)   ② 2月 1日 (日)  

      対象 : 小・中学生と保護者    各回 定員 24名  (１組 2名)       参加費 : １組 1000円 

● 石窯料理のつどい (週末ふれあい推進事業)   ②11月２３日 (日)   ③3月 22日(火) 

   対象 : 小学生と保護者      各回 定員 25名           参加費 : 1名 800円 

● 東青・ヤング交流会  ①11月 29,・30日 (土・日)  ②1月 29・30日(土・日) 各１泊２日 

   対象 : 中学生から 30歳までの方 各回 定員 20名 参加費 : 1名 2000円(中学生 1500円) 

● お米の世界④ 収穫祭  12月 20・21日(土・日) 1泊 2日 

   対象 : 小学 4～6年生            定員: 20名           参加費 : 1名 1500円 

● ケーキデコレーシヨンと竹のランタン作り (週末ふれあい推進事業)  12月 23日 (火・祝日)   

   対象 : 小学生と保護者         定員 24名(1組・2名)      参加費 : １組 1000円 

● ミニ門松作り (週末ふれあい推進事業)  12月 23日 (火・祝日)   

    対象 : 小学生以上           定員 24名(1組・2名)     参加費 :１組 4000円 

● 東青・自然体験活動リーダー養成研修  1月 18日 (日)、2月 14・15日 (土・日）1泊 2日 全 3日間 

    対象 : 18歳以上で自然体験活動に関心のある方  定員 30名 参加費 :１名 10000円(学生 8000円) 

● 芝山の古墳をたずねよう (週末ふれあい推進事業)  1月 18日 (日)  

    対象 :小学生以上の生徒・学生と家族)   定員 20名                   参加費 :１名 500円 

● 冬の星空観察  2月 14・15日( 土・日）1泊 2日 

       対象 : 小・中学生             定員: 20名           参加費 : 1名 1500円 

● 東青・青年ふれあいのつどい ～ピザ作りからのときめき～  2月 28日( 土） 

       対象: 20歳～40歳の独身          定員: 男 10名 女 10名    参加費 : 1名 1500円(予定) 

● 東青・バンドフェスティバル  3月 15日( 日） 

   対象: 東総地域の青年バンド         10団体            参加費 : 無料 

● 東青・春のフェスティバル (週末ふれあい推進事業)  3月 15日( 日） 

   青年の家利用団体、地域の方々の協力による交流と体験のフェスティバル。 

団体の発表、野菜・花卉・物品の直売、各種工芸の体験。         参加費 : 無料 

【団体等連携の事業】 

■ 東青・少年サッカー大会          1月 24・25日 (土・日)      県内のチーム 24チーム 

■ 東青・少年少女ミニバスケットボール大会  2月 7・ 8日 (土・日)      県内のチーム 46チーム 

■ 通学合宿「東金学寮Ⅱきらめき」 大網白里市立増穂小  11月 11日～14日（火から金） 3泊４日 

■ 通学合宿「東金学寮Ⅲときめき」 東金市立正気小    12月 9日～13日（火から土） 4泊 5日 

■ 通学合宿「東金学寮Ⅳときめき」 東金市立丘山小、八街市立二州小(予定)  

1月 14日～18日（火から土） 4泊 5日 

■ 小学生のための合唱講座     山武市立南郷小     2月、３月 ３回(予定) 

フ ォ ト   ７月から 10月の主催事業から   通学合宿、星空観察、職場体験は次号にて   まだまだ続く 主 催 事 業 の ご 案 内 11月～3月 

9日】  


