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Aim for International Exchange and Regional 
Contribution Activities
The United States, the birthplace of national park, has long 
trails for having contact with nature. Community people 
voluntarily manage the trails. They love and take pride in the 
culture of trails. 
We will set a trail course in Kakuma campus.  We cut bamboo 
for creating better conditions for trails with Japanese and 
American college students,  and local  people.  Let us 
experience cultural  exchange through the regional  
contribution activities.

Others
1)  Please let us know if you have a food 
allergy.
2)  Caution
      - Do not go off by yourself. 
      - Be careful for a bee sting.
      - Drink water to avoid dehydration.
      - Be careful when you use sharp items.
3) Transportation   Hokutetsu Bus going 
to Kanazawa University.
     - Leaving Kanazawa Station East Exit at 
8:30 / Getting off at Kanazawa University 
Kakuma-guchi.
      -  Leav ing  Kanazawa  Un ive r s i t y  
Kakuma-guchi at 13:30 / Reaching at 
Kanazawa Station East Exit at 14:10.

What you need to prepare
1)  What to wear 
 Please participate in clothes that you won't 
bother getting dirty.
When you wear the black clothing or put 
on perfume, you might be attacked by the 
bee. Wear long pants and long sleeve 
button down shirts. No sandals.
2)  What to bring
      - Towel, Bottled water 500ml Meeting Place and Time

The tour meets at bus stop of Rifare Bldg at 
8:15  (Departure 8:30)

Finishing Place and Time
The tour ends at bus stop of Rifare Bldg at 
14:15

The Number of Participants
Princeton in Ishikawa  *As extra-curricular 
activities 　20
College students and international students 
in Ishikawa   10
Local people   10
Total 40

What We Do
We enjoy diversity of cultures and creatures in Satoyama in 
early summer.

Cutting bamboo for creating better conditions for trails.
Observing bamboo cutting works.  Outdoor cooking in 
Satoyama.
Making chopsticks by using bamboo.

We form mixed groups for each member to have contact 
with people from other cultures and backgrounds.
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主催：特定非営利活動法人  角間里山みらい
協力：プリンストン・イン・石川、公益財団法人石川県国際交流協会、金沢大学キャンパス環境整備の会、角間里山メイト、里山サークルラクーン、金沢
森林組合、金沢トレイル連携協議会、金沢大学角間里山本部
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参加対象者と定員・参加費
●県内の大学生、留学生　10 名　300 円
●プリンストン・イン・石川参加者　20 名　参加費徴収済
●地域住民ボランティア、スタッフ　10 名　計 40 名

国立公園発祥の地アメリカには、ロングトレイルというピークハント
を目指すためではなく、自然と触れ合うためのトレイルが、いくつか
あります。そのトレイルの維持管理は、地域住民のボランティアによ
るところが大きく自然の利用と保全を通じてトレイルを愛し、その土
地の誇りとする“トレイル文化”が根付いています。金沢大学角間キャ
ンパス内に金沢トレイルのコースを設定し、金沢ならではのトレイル
文化を創造するために、日米の大学生・地域住民とともに、トレイル
の環境整備として、竹、笹、クズの除伐を行います。地域社会への貢
献活動を通じて、交流を深めるとともに異文化に触れてみませんか。

その他、注意事項など　
１）食品アレルギーのある方、食べ物に制限のある
方は事前にお知らせください。
２）ご注意
・グループ活動を徹底し、ひとりでは行動しない
・ハチ刺され予防のため、服装などの指示を守る
・熱中症予防のため、水分の補給をこまめにする
・刃物等の間違った使い方をしない
３）アクセス
公共交通利用：北陸鉄道バス　金沢大学ゆき
・金沢駅東口 8:30 発、金沢大学角間口下車
・金沢大学角間口 13:30 発、金沢駅東口 14:10頃着
・バス料金は片道 360 円

お申し込み・お問い合わせ
参加希望者は、「地域貢献ボラ希望」と下記の必要事項を明記の
うえ、メール、FAX、電話でお申込みください。※6月15日必着
①名前（ふりがな）②住所③電話番号④連絡先⑤メールアドレス
⑥年齢（生年月日）※傷害保険に加入のため

〒920-1301 金沢市永安町 77 番地
TEL/FAX：076-256-5338　e-mail：event@satoyamamirai.jp
電話受付：月～金曜日（土日祝を除く）9:00～17:00　URL : http://satoyamamirai.jp/

初夏の里山で、多様な文化・生物・つながりを体感！
①トレイル（歩く道）の環境整備：笹・クズ葉の刈り取り
②竹の除伐作業見学
　里山アウトドアクッキング（竹炊飯、笹ずしづくり）
　※昼食として調理実習後に試食
③箸づくり体験
　※多様な人と交流するため、混成のグループで行います。

服装・持ち物
●長ズボン、汚れても良い服装。蜂よけ対策のため、黒い服装や
香料の使用は避けてください。
●蚊の対策のため、薄手の前あき綿シャツ持参。作業しやすい靴
（サンダルは不可）、タオル、ペットボトル（水）

活動場所・会場　金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」とその周辺
　　　　　　　　金沢市角間町 金沢大学角間里山ゾーン
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開催日

2014年６月２１日（土）
９：1０～１３：３０

開催日

2014年６月２１日（土）
９：1０～１３：３０
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国際交流 地域貢献ボランティア活動に
参加しませんか


