令和３年度 国立中央青少年交流の家

敷地内を探検しながら、課題
をクリアする「所内ミッショ

教育事業

外国籍あるいは外国
にルーツを持つ方、
大募集です！

「静岡大学・学生防災ネ
ットワーク」が、自分の
身を守るための方法や情

ンラリー」に挑戦しよう！

報を教えてくれます。

“やさしい日本語”
で事業を行うよ。

気分は消防士？
協力して消火だ！

ちょっとだけ
期日

８月 29 日（日）日帰り実施

会場

国立中央青少年交流の家

【お問合せ】

（静岡県御殿場市中畑 2092-5）

独立行政法人国立青少年教育振興機構

対象
費用

外国籍あるいは外国にルーツを持つ
小学校４～６年生 24 名程度
無 料（協賛団体による）

申込 裏面のＱＲコードよりお申し込みください。
英語版のチラシにもリンクできます。
お知り合いの方で上記対象に該当する方がいらっしゃいま
したら、ご案内・ご紹介をお願い致します。

国立中央青少年交流の家
〒412-0006

静岡県御殿場市中畑 2092-5

電話：0550-89-2024

FAX：0550-89-2025

担当：長谷川・藤原・荒川

１．目
２．主
３．期
４．協

的
催
日
賛

体験活動を通じて、防災や減災に関して考えるきっかけを得る。
独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家
令和３年８月 29 日（日） 【日帰り実施】
一般社団法人 生活福祉環境相談センター
御殿場小山フードバンク協議会
５．協 力
国立大学法人静岡大学（学生防災ネットワーク）
６．対象定員 外国籍あるいは外国にルーツを持つ小学校４～６年生 24 名程度
７．参加費
無料 （協賛団体による）
８．日 程
8 月 29 日（日）
Time
プログラム
9:00
受付
体験プログラム①
学生防災ネットワークが自分
9:30
はじめの会 アイスブレイク
の身の守り方や、ハザードマ
10:15
体験プログラム①
ップの見方を学びます。
12:00
昼食
体験プログラム②
13:00
体験プログラム②
交流の家でグループによる課
15:00
おわりの会
題解決ラリーに挑戦します。
15:30
解散予定
９．申込受付期間 及び 申込方法
【申込期間】
令和３年７月 20 日（火）午前９：００ ～８月 13 日（金）迄
【申込方法】
右のＱＲコードからお申込ください。
10．持ち物
参加決定後ご案内いたします。
11．その他
（１）持ち物など詳細な内容は、事業の１週間前までに２次案内でご連絡します。
（２）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。
（３）教育事業中、体調不良となった場合は、ご帰宅いただくこともありますので、ご理解とご協力をお
願いいたします。
（４）天候や新型コロナウイルス感染拡大の状況により、活動内容が変更または
延期等となる場合もございます。予めご承知おきください。
（５）新型コロナウイルス感染拡大防止について（下記枠内参照）
本事業は、「教育事業編：新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」に則って
運営いたします。必ずご一読いただき、ご理解いただいた上でお申し込みください。

2015 年の国連サミットで、全会一致で採択された 2030
年までの国際目標「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成
を目指し、国立中央青少年交流の家は、率先して推進活動
に取り組んでいきます。

You can see it from the right QR Code about English
version of a handbill.（こちらから英語版のチラシが見られます。）

2021 Educational Program of
National Chuo Youth Friendship Center

Lets’s challenge
“MISSION RALLY”!
Explore Friendship Center
and solve problems!
WE EXPLAIN FOR YOU
IN SIMPLE JAPANESE!

FOR CHILDREN
WITH FOREIGN ROOTS
OR FOREIGN CITIZENSHIP

“Gakusei-Bosai Network
of Shizuoka University”
show you how to defend
yourself and give you
useful information.

FEEL LIKE BEING A FIREFIGHTER?
LET’S WORK TOGETHER!!

JUST FOR A MOMENT !

Date

August 29, 2021 One-day program
Place

National Chuo Youth Friendship Center
(2092-5, Nakabata,Gotemba-city, Shizuoka)

Contact
National Institution For Youth Education

National Chuo Youth Friendship Center

Participants
Children with foreign roots or foreign citizenship,
4th~6th grade of elementary school students,
About 24 people

〒412-0006
2092-5, Nakabata,
Gotemba-city, Shizuoka
TEL: 0550-89-2024
FAX: 0550-89-2025

Fee

STAFF: Hasegawa, Fujiwara, Arakawa

Free of charge (0Yen) Supported from sponsoring organization
How to apply

Scan a QR code on the reverse side

1. Purpose

This experiential activity aims to inspire children themselves to think about
disaster prevention and disaster reduction.

2. Organizer

National Chuo Youth Friendship Center
(National Institution For Youth Education)

3. Date

29/08/2021(Sun) One-day program

4. Sponsor

General Incorporated Association Seikatsu-Fukushi-Kankyo-Sodan Center
Gotemba-city Junior Chamber

5. Cooperation
6. Participants

Shizuoka University（Gakusei-Bosai Network）
Children with foreign roots or foreign citizenship,
4th~6th grade of elementary school students, About 24 people
0 yen

7. Fee
8. Program

Sunday, August 29.
Time
9:00
9:30
10:15
12:00
13:00
15:00
15:30

Program
Reception
Opening (Break the ice)
Experience program (1)
Lunch
Experience program (2)
Closing
Dismissal time

9. How to apply

Experience program (1)

By Gakusei-Bosai Network
・Learn how to defend yourself.
・Learn how to use hazard maps.
Experience program (2)
・Explore Friendship Center and challenge problemsolving activities with other group members.

Apply here! (Scan this QR code.)
【Application period】
July 20 (Tue) 9:00 A.M. ~ August 13 (Fri)

10. What to bring

After your participation has been decided, we will inform you the details.

11. Note:
(1)

We will inform you about the details 1 week prior to this day camp program.

(2)

In this program, acquired personal information and copyrighted material (photographs,
videos, productions, essays, and so on.) shall be used for the following purposes as needed.
・Use for our public information such as business report, publication, Internet (including SNS)
・Provide information (photographs and articles) for publication of newspaper companies,
publishing companies, and many others involved in mass communications.

(3)
(4)
(5)

※Please let us know if you need to wipe out your (your child’s) information on our website.
We will delete it immediately. But we cannot delete your information in printed materials.
When your child is sick, parents or guardians are requested to come to take him/her.
This program is changed, according to circumstances of the weather, COVID-19 pandemic,
and so on.
We follow “Guidelines for Preventing the Spread of Novel Coronavirus
Disease(COVID-19)” and work out this educational program.
Please read the guideline and apply our program after understanding it.

The Sustainable Development Goals (SDGs), also
known as the Global Goals, were adopted by the
United Nations in 2015.
National Chuo Youth Friendship Center is working
on SDGs.

