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秋田県教育庁生涯学習課

秋田県青少年交流センター主催事業を紹介します。
なまはげキャンプ （青少年体験活動総合プラン）
■対象は？
概ね15歳から30歳までの不登校やひきこもりがちな青少年、対人関係の苦手な青少年
及びその家族等を対象にしています。

■ 趣旨・内容は？
様々な体験活動を通して、青少年の自主性や社会性を育み、心身ともに健康な生活がで
きるきっかけを提供し、支援する事業です。自然体験や生活体験、就労体験等に取り組む
機会を準備し、保護者や家族に対してはグループワークを行います。今年で５年目です。

■ 成果は？
４年間で延べ250人の青少年が参加しています。高校受験にチャレンジした人や大学に
進学した人、就職した人やアルバイトを始めた人、ボランティア活動への参加を始めた人
など、キャンプをきっかけに一歩を踏み出し始めた人がたくさんいます。

参加者の声
自分を理解してくれる頼りがいのある大人たちや、悩みを聞いてくれる同世代
の友人に出会えた。家から離れて新鮮な気分になれた。いろいろな体験を通して
改めて自分の性格や弱いところが見えてきた。
（20代、女性）
秋田の自然を体験し、多くの仲間と共に驚きや感動を共有できた。自炊が楽し
い。専門のスタッフが付いてくれるので、どの活動もスムーズに進んだ。参加費
用も安い。
（20代、男性）

■ 今後の開催は？
９月11日(土)～９月17日(金) 大仙市・男鹿市
10月31日(日)～11月３日(水) 秋田市
１月16日(日)～１月19日(水) 大仙市・男鹿市
※日帰り、途中まで（途中から）の参加も可能です。また、
家族や支援者等の参加もできます。下記へお問い合わせ
ください。
TEL 018-880-2301
秋田県青少年交流センターなまはげキャンプ係

（H21.9 奥森吉トレッキング）

ユースパル 利用者100万人突破

青少年交流センターは、平成11年４月の開所以来、セカンドスクール
的利用や青少年及び企業の研修、サークル活動等に広く利用され、平成
22年７月13日に利用者数が100万人を超えました。皆様、ありがとうご
ざいました。
今後も、各学校の宿泊体験や勉強合宿、部活動等に、また、青少年団
体の研修や交流活動等にご利用ください。宿泊料については、青少年料
金で対応できる場合がありますので、ご相談ください。
（ 100万人目の利用者と安藤所長 ）

県生涯学習課関連施設
018-866-8400

図 書 館

特別展示 ※特別展示室 入場無料
「世界最古の美術雑誌『國華』展」
7/22(木)～ 8/31(火) 10:00 ～ 17:00
※セミナーと合わせ、県立近代美術館との連携事業です。
秋田ふるさとセミナー
「世界最古の美術雑誌『國華 』」
講師:河野元昭氏(県立近代美術館長･東京大学名誉教授)
4 日(水)13:30 ～ 15:00 先着 50 名 入場無料
ブックカフェ FOR 子育てパパ＆ママ
22 日(日)13:30 ～ 15:30 読み聞かせ・本の紹介など
対象 :園児と小学生・その父母 入場無料 先着 20 組

あきた文学資料館

018-884-7760

特別展示
「秋田の文学と風土Ⅰ 川・湖・潟～水辺の風景～」
8/31(火)まで
文学講座 13:30 ～ 15:00 先着 70 名 入場無料
「小林多喜二の文学(仮)」 11 日(水)
「ふるさと秋田と『種蒔く人 』」 28 日(土)

青少年交流センター

018-880-2301

ユースパルまつり・秋田ユースアクション
29 日(日)

0187-68-2300

農業科 学館
〈特別展示〉
おしば美術展

～ 8 日(日)まで

〈企画展示〉
食と農展

8/13（ 金 ）～ 9/26（ 日 ）

あきた白神体験センター

0185-77-4455

夏の白神山地と日本海がお待ちしています！
※宿泊等まだ余裕のある日がありますので、気軽にお尋ねください。

８月の主な行事予定
018-865-1171

生涯学習センター

美の国カレッジ
あきた学専門講座
〔あきた文化学Ⅰ〕
7 日(土)
〔あきた自然学Ⅰ〕
7 日(土)
あきた学地域講座
湖東キャンパス －湖東ふるさと探訪－ 28 日(土)
北秋田キャンパス－道の文化史・北秋田編－
7 日(土)
※ 28 日（土）の開講式・オリエンテーション・記念講演は無料

美の国れんけいカレッジ
明快！ Art ゼミ

※受講料は無料

キッズ＆ユースカレッジ
鹿角キャンパス
にかほキャンパス

※受講料は無料

27 日(金)
23 日(月)、24 日(火)
5 日(木)、19 日(木)

0182-33-8855

近代美術館

〈特別展〉 ※一般 ８００円、大学生以下無料
岩合光昭写真展「ねこ」
8/7(土)～ 10/11(月)まで
〈第2期コレクション展〉
馬場彬とサトウ画廊の画家たち

博 物 館
〈企画展〉
「食われてたまるか！」
〈博物館教室〉 ※事前の申込みが必要
旧奈良家住宅解説会
対象：小学１年生以上 定員：２０名
アイの生葉で染める
対象：一般
定員：４０名
秋田の美術講座
対象：一般
定員：１５名

美 術 館

10/17(日)まで

018-873-4121
9/20(月)まで

1 日(日)
17 日(火)
29 日(日)

018-834-3050

＜美術ホール 展示会＞

大館少年自然の家

0186-43-3174

大文字と花火鑑賞ナイト
対象：小学３年生以上 定員：１００名
16 日(月)
夏のスターウォッチング
対象：家族・成人 定員：３０名
19 日(木),20 日(金)
大館長根山夏祭り
対象：家族 定員：５０名
21 日(土)～ 22 日(日)

保呂羽山少年自然の家

0182-26-6011

チャレンジ！雄物川カヌーツーリング

（ほろっとキッズ主催）

対象：小学３年生以上と保護者 定員：２５名
21 日(土)～ 22 日(日)

未生流いけばな展
第 43 回主体美術秋田作家展
第 3 回朱墨会展
秋田児童生徒席書展覧会
第 42 回六葉会書展
第 73 回素心会展
第 19 回水石同人会展

岩城少年自然の家

3 日(火)～ 4 日(水)
6 日(金)～ 9 日(月)
6 日(金)～ 9 日(月)
10 日(土)～ 12 日(月)
20 日(火)～ 23 日(金)
27 日(火)～ 31 日(土)
27 日(火)～ 31 日(土)

0184-74-2011

親子ｄｅキャンプⅢ （１泊２日） 参加費：１人 １，８００円
対象：小学生を含む家族 定員：２０組
21 日(土)～ 22 日(日)

各施設のホームページも併せてご覧ください。

