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令和 3年度国立山口徳地青少年自然の家教育事業 

「青少年教育・体験活動ボランティア養成研修」 

～子ども達に「笑顔」と「感動」を届けよう！～ 
 

１．趣旨    青少年教育の体験活動を支援するボランティアに求められる知識や技能を習

得し，当自然の家におけるボランティア活動の充実を図る。 

 

２．主催・会場 国立山口徳地青少年自然の家（山口県山口市徳地船路 668） 

 

３．後 援   山口県教育委員会・福岡県教育委員会 

 

４．期日   ＜第 1 回＞令和 3 年 5 月 29 日（土）～ 30 日（日） 

        

＜第 2 回＞令和 3 年 6 月 5 日（土）～ 6 日（日） 

 

５．対象・定員  ボランティア活動に興味・関心のある者（高校生以上）各回 30人程度 

 

６．内容 

 

（１）日程表 ※第 1回 

1日目（5/29） 2日目（5/30） 

9:30 受付 6:30 起床・朝食・清掃 

10:00 開講式・オリエンテーション 9:00 【演習】ボランティア活動の技術 

10:20 【演習】アイスブレイク 
 
（野外炊飯） 

11:00 【講義】ボランティア活動の意義   
 

12:30 休憩・昼食   昼食（野外炊飯）・休憩 

13:30 【講義・演習】 

    安全管理 

13:30 【講義】青少年教育について 

16:45 【講義】青少年教育施設の 15:15 【説明】法人ボランティア登録制度  
現状と課題 16:20 閉講式 

17:45 休憩・夕食 16:30 解散 

19:00 【講義】青少年教育施設における 

ボランティア活動 

  

20:00 情報交換会（任意） 
  

21:00 入浴   

22:30 消灯・就寝 
  

 

 

 

 

 

開催要項 
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（２）日程表 ※第 2回 

1日目（6/5） 2日目（6/6） 

9:30 受付 6:30 起床・朝食・清掃 

10:00 開講式・オリエンテーション 9:00 【演習】ボランティア活動の技術 

10:20 【演習】アイスブレイク 
 
（野外炊飯） 

11:00 【講義】青少年教育施設の 

現状と課題 

  
 

12:00 休憩・昼食   昼食（野外炊飯）・休憩 

13:00 【講義】ボランティア活動の意義 13:30 【講義】青少年教育について 

14:30 【講義・演習】 

安全管理 

15:15 

16:20 

【説明】法人ボランティア登録制度 

閉講式 

17:30 夕食・休憩・入浴 16:30 解散 

20:00 【講義】青少年教育施設における 

ボランティア活動 

  

21:00 情報交換会（任意） 
  

22:30 消灯・就寝 
  

 

（３）内容・講師 

  １）「ボランティア活動の意義」 

山口市社会福祉協議会 地域福祉課 藤林 玲子 氏（ふじばやし れいこ） 

２）「青少年教育について」 

    国立山口徳地青少年自然の家 次長 市川 正宏（いちかわ まさひろ） 

  ３）「安全管理」 

    第 1回：日本赤十字社山口県支部 

第 2回：株式会社 FEEL 代表取締役 井上 桂 氏（いのうえ かつら） 

４）「ボランティア活動の技術」 

    国立山口徳地青少年自然の家 企画指導専門職 

 ５）「青少年教育施設におけるボランティア活動」 

    先輩法人ボランティア 

６）「青少年教育施設の現状と課題」 

    国立山口徳地青少年自然の家 所長 平田 博教（ひらた ひろのり） 

７）「法人ボランティア登録制度」 

国立山口徳地青少年自然の家 ボランティアコーディネーター 

 

７．料金 

（１）参加費 3,000 円  ※情報交換会参加者（任意）別途 300 円 

【内訳】昼食 610 円×1 食，夕食 700 円×1 食，朝食 450 円×1 食，野外炊飯 550 円

シーツ等クリーニング代 300 円，傷害保険料 220 円，教材費 170 円 

 

（２）ボランティア活動保険  350 円（法人ボランティア登録希望者のみ） 

   ※ 全国社会福祉協議会のボランティア活動保険 令和 4 年 3 月 31 日まで有効 
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８．申込方法と参加者決定 

（１）応募方法：入力フォームより入力（できない場合はご連絡ください） 

（２）締  切：第 1回 令和 3 年 5 月 17 日（月）17：00 （先着順） 

        第 2回 令和 3 年 5 月 24 日（月）17：00 （先着順） 

（３）参加決定：決定通知書をメールにて発信（各募集締切後，1 週間以内に発信） 

 ※「＠niye.go.jp」からのメール受信設定をお願いします。 

 

９．送迎 

（１）迎え 

第 1回： 7:30 発 自然の家 →  8:30 発 山口県立大学正門前 → 

8:45 発 山口大学バス停前 → 9:30 着 自然の家  

  第 2回： 7:30 発 自然の家 →  8:30 発 上郷駅 → 9:30 着 自然の家 

 

（２）送り 

  第 1回： 16:45 発 自然の家 → 17:45 着 山口大学バス停前 → 

18:00 着 山口県立大学正門前 

第 2回： 16:45 発 自然の家 → 17:45 着 上郷駅 

 

10．持ち物 

参加費 野外活動に適した服装（長袖・長ズボン・長ソックス・運動靴・帽子）  

雨具 軍手 水筒（ペットボトル可） 筆記用具 保険証（コピー不可）  

洗面・入浴用具 虫よけ マスク 体温計 常用薬    

※ その他必要な物については，参加決定通知（メール）で連絡します。 

 

11．個人情報の取り扱いについて 

ご記入いただいた個人情報は，「独立行政法人国立青少年教育振興機構が保有する個人

情報の適切な管理に関する規程」等に基づき適切に管理し，この事業に関する事務のみ

に使用し，法令等に定める場合を除いて第三者に開示することはありません。  

本事業で職員等が撮影した写真や映像，制作物，感想文等の著作物を，当機構の広報

等に使用する目的で，報告書や刊行物，インターネット（ソーシャルメディアサービス

を含む）等に掲載することがあります。また，新聞社，雑誌社等が発行する刊行物に記

事・写真を掲載することもあります。  

なお，当機構がインターネット上に公開した肖像及び著作物について，本人（又は保

護者）から削除依頼を受けた場合は速やかに削除します。ただし，印刷物等については

対応できかねますのでご了承ください。 

ご承諾いただけない場合は事前に事業担当者へご相談ください。 

 

 

 

 

 

mailto:※@niye.go.jp
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12．新型コロナウイルス感染拡大防止対策として 

（１） 本事業では文部科学省及び国立青少年教育振興機構から出されているガイドラインを

基に，感染防止対策を講じて事業運営を行います。詳しくは本所 HPホーム画面「新着

情報 新型コロナウイルス感染症対策のお願い」をご覧ください。 

（２） 参加までの期間に検温を実施していただき，37.5℃以上または平熱より 1℃以上高い

状態が続く場合は，事前に本所までご連絡ください。場合によっては，参加を見合わせ

ていただくことがあります旨をご了承ください。事業当日も受付時に検温を実施いたし

ます。 

（３） 研修会の際に指導にあたる講師や職員はマスクまたはフェイスシールドを着用して対

応します。参加者の皆さまもマスクの着用（フェイスシールド，マウスシールド）をお

願いします。 

（４） 施設内には手指の消毒用アルコールを設置しています。ご協力をお願いします。 

 

 

 

【本件担当・問い合わせ先】 

国立山口徳地青少年自然の家（〒747-0342 山口県山口市徳地船路 668） 

 ボランティアコーディネーター 丸 宏樹（まる ひろき）  

 TEL 0835-56-0112  FAX 0835-56-0130 

 E-mail tokuji-kikaku@niye.go.jp 申込はコチラ 


