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  山口県シェアリングネイチャー協会 会報                                       

やまぐち自然案内人  
 

  

 

 

 自主企画セミナー 

「秋吉台ネイチャートリップセミナー」開催！ 
今回のセミナーでは、草原に咲く草花や洞窟

に棲む生きものを観察しながら、日本最大のカ

ルスト台地『秋吉台』の自然を満喫します。 

３億年の歴史の中で様々な変化を遂げた台上

と地底。そしてそこに生きる生きものたち。秋

吉台をタイムトリップしながら、悠久の自然を

感じてみましょう。また、滅多に入れない洞窟

の奥に入り、コウモリの赤ちゃんも観察します。

ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（詳しくは同封の開催要項をご覧ください） 

期  日   ７７月月２２００日日（（日日））１１００：：００００～～  

２２１１日日（（月月祝祝））１１５５：：３３００   

（２０日 ９：３０～受付） 

※部分参加も可。全日程参加できな

い方はご相談ください。 

会  場   秋秋吉吉台台国国際際芸芸術術村村  

講 師  松村 澄子 先生 

(元山口大学理学部准教授) 

参加費   １３，０００円（郵便振替） 

＋懇親会費 ５００円（当日受付） 

認定単位 リーダー研修１回

 

 

ネイチャーゲームリーダー養成講座開催！ 

 参加者 ＆ スタッフ募集 

今年度も「ネイチャーゲームリーダー養成講

座」をお盆に開催します。貴重なお休みの日程

ですが、通常の連休では講座に参加しにくい人

たちに是非ともご参加いただければと考えてい

ます。既にリーダー資格をお持ちの方も、新ハ

ンドブックで学ぶよい機会です。また、本講座

は、全国体験活動指導者認定委員会が認定する

「自然体験活動リーダー（ＮＥＡＬ）」資

格も同時に取得できますので、資格を希望され

る方は、受講をご検討ください。 

２０１４年 

Ｎｏ．５３ 
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ｐ2．きらスポ祭＆山口県スポ・レクフェスタ予告 

ｐ3．アースデイ イベントレポート 
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期  日   ８８．．１１４４（（木木））１１３３：：３３００～～  

１１６６（（土土））１１５５：：３３００    

（１４日１３：００～受付） 

会  場   山山口口県県秋秋吉吉台台青青少少年年自自然然のの家家    

講 師  住吉 和子（広島県） 

参加費   一般・学生   ２５，０００円 

     ネイチャーゲームリーダー 

１７，０００円 

 

 

概 要  会場設営及び片づけ・受付・湯茶・

教材販売等の業務 

費 用  懇親会費１，０００円 

条 件  講座当日参加可能な方 

（３日間参加可能な方優先） 

募集人数 ３名（先着順） 

 

 

 

     (別途、懇親会費 １，０００円) 

 

 

 

「きらスポ祭」＆「県スポ・レクフェスタ」開催予告 
今年秋、山口市にて「やまぐち総合スポーツ大会（きらスポ祭）＜主催：やまぐちスポーツ交流・元

気県づくり推進会議＞」、美祢市にて「第４９回山口県スポーツ・レクリエーションフェスティバル＜

主催：（一社）山口県レクリエーション協会＞」が開催されます。両イベントとも多くの参加者が見込

まれます。皆様のご協力をよろしくお願いします。今から日程調整をよろしくお願いします。 

 
 

 

概 要  各団体による体験広場が開催され

る予定です。当協会はスポレク広

場の１コーナーとしてネイチャー

ゲームを実施します。 

日 時  １０月２６日（日） 

8:45～17:00（準備・片付け含む） 

 会 場  維新百年記念公園 

 募集人数 １０名程度 

 募集締切 １０月６日（月） 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

概 要  各団体による体験広場が開催され

る予定です。当協会は自然体験広

場の１コーナーとしてネイチャー

ゲームを実施します。 

期 日  １１月１６日（日） 

8:30～16:30（準備・片付け含む） 

 会 場  伊佐近隣公園（美祢市） 

 募集人数 １０名程度 

※前日、１１月１５日（土）に総合開会式・

表彰式・レセプションが行われます。

こちらもぜひご参加ください。 

 
  

 

概 要  小・中学生およびその保護者等家

族を対象にネイチャーゲームを実

施します。 

期 日  １０月１９日（日）基準日 

 会 場  各地域の会により設定 

 ※各地域の会にてスタッフ募集 

※詳しくは次号およびメーリングリストにて

お知らせします。 
2013.10.27 やまぐち総合スポーツ大会の様子 
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「アースデイ」イベントレポート  

 アースデイ関門２０１４ 

 風が強く肌寒い２日間で、例年よりイベント全体

の参加者が少ないように感じましたが、ありがたい

ことにブースに立ち寄ってくださるお客さんは多く、

常に誰かがネイチャーゲームや積み木などで遊んで

くれているという状態でした。 

アクティビティも１つだけの体験でなく、２～３

アクティビティを体験する人もいてくれて、ネイチ

ャーゲームの普及に大いに貢献した２日間でした。 

実施日    ４月２６日（土）、２７日（日） 

参加者数   約１００名 

スタッフ数 ９名 

 

 

アースデイやまぐち２０１４    

 ネイチャーゲーム体験ブースには、１日中誰か遊

びにきているという盛況ぶりでした。同じ子どもが

何回も遊びに来てくれて、たくさんのネイチャーゲ

ームを体験してくれました。昨年も、ネイチャーゲ

ームを体験してくれた子どもが、「昨年も楽しかっ

たからまた来た」と話してくれました。改めて地道

に続けていくことが大切と感じることができました。 

実施日    ４月２７日（日） 

参加者数  約７０名 

スタッフ数 ３名 

 

 

アースデイ＠瀬戸内２０１４ 

 例年天気が悪いのですが、今年は、快晴の中、い

い風の中で過ごせました。そのせいか、子ども達は

みんなブースを通り過ぎて海のほうに行ってしまい、

１日目は何組かの親子しか参加がありませんでした。 

２日目は作戦を変え、ロープを持って砂浜に行き、

「白いキャンパス」砂浜バージョンなどをしたので、

何人かの子どもたちにネイチャーゲームを体験して

もらうことができました。 

実施日   ５月１７日（土）、１８日（日） 

参加者数  約４０名  

スタッフ数 ７名 
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総会＆フォローアップセミナー２０１４報告 

総会報告 
４月１２日（土）、国立山口徳地青少年自然の

家にて総会を開催しました。出席者は、１４名

（総会成立宣言時）でした。 

昨年度は、宇部シェアリングネイチャーの会の

協力もあり、財政を立て直すことができましたが、

事業の参加者は年々減少傾向にあるので、会員の

皆様のさらなる協力と事業の参加をお願いしまし

た。（詳しくは、総会議案書および議事録をご覧

ください。） 

 

フォローアップセミナー報告 
総会に引き続き、４月１２日～１３日の日程で

標記セミナーを開催しました。講師は、（公社）

日本シェアリングネイチャー協会専務理事 三好

直子（ペンギー）さんで、シェアリングネイチャ

ーとネイチャーゲームについてお話いただきまし

た。参加者は１５名でした。 
 

＜講義＞ 

◇「より良い自然案内人を目指して」 

◇「ネイチャーゲームから 

シェアリングネイチャーへ」 

＜アクティビティ＞ 

◇この人をさがせ  ◇私に似てるかな 

◇自然のかさねことば  

◇地球を抱きしめよう 

◇人工物が自然に還るまで 

◇多摩川の汚染 

◇あなたにとってのシェアリングネイチャー

は？ 

  

全国一斉「あそびの日」キャンペーン報告 
５月１１日（日）、キワ・ラ・ビーチ（宇部市）にて、全国一斉

「あそびの日」キャンペーン２０１４参加事業『海のネイチャーゲ

ームの会』を宇部シェアリングネイチャーの会との合同主催で実施

しました。 

風の強い日でしたが、３１名の親子と一緒にネイチャーゲームを

通して初夏の海と親しむことができました。活動の途中、子どもた

ちが沖の方まで歩いて行ってなかなか帰ってこないというハプニン

グもありましたが、最後は貝

汁も食べ、味覚でも海を感じ

ることができました。 

午後からは、会員の親睦行

事「海を楽しむ会」として、

浜辺でバーベＱを行いました。

少人数ではありましたが、語

り合いながら楽しく過ごすこ

とができました。 

 

 

木の葉のカルタとり 

見つけて！森のおみやげ 

音いくつ 

 

スタッフ６名にて実施 
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インストラクター＆コーディネーター誕生 
 この春、山口県に新たなインストラクターおよびコーディネーターが誕生しました。おめでとうござ

います！ 

そこで、新インストラクター、新コーディネーターの皆さんに一言、抱負を語っていただきました。 

 

ネイチャーゲームインストラクター 

 

受け身で。 

しばし立ち止まろ

う。 

 

 

 

   伊藤 絹江 さん（下関市） 

   山口県シェアリングネイチャー協会理事 

   下関シェアリングネイチャーの会事務局長 

ネイチャーゲームインストラクター 

 

ネイチャーゲーム

に出会って良かっ

た。皆様に感謝で

す。 

 

 

  吉原 久美子 さん（熊毛郡平生町） 

  山口県シェアリングネイチャー協会理事 

  サザン瀬戸シェアリングネイチャーの会運営委員長 
 

 

ネイチャーゲームインストラクター 

ネイチャーゲームコーディネーター 
 

県内での活動を、

積み重ねていきた

いと思います。 

 

 

 

   門林 浩史 さん（宇部市） 

   宇部シェアリングネイチャーの会運営委員 

ネイチャーゲームコーディネーター 

 

今まで以上に地域

の会事務局とリー

ダーとを頑張りま

す。 

 

 

  廣實 久美子 さん（柳井市） 

  山口県シェアリングネイチャー協会理事 

  サザン瀬戸シェアリングネイチャーの会事務局長 

 

 

ネイチャーゲームコーディネーター 

楽しみながら、い

ろいろな場面に携

わっていけたらい

いナ…と思ってい

ますので、ご指導

ご鞭撻のほど宜し

くお願い申し上げ

ます。 

納冨 節子 さん（下関市） 

   下関シェアリングネイチャーの会副運営委員長 

ネイチャーゲームインストラクターとは、

地域での講師活動を通して、ネイチャーゲ

ームの普及を担う人です。 
 

ネイチャーゲームコーディネーターとは、

ネイチャーゲームの理念・手法・ネットワ

ークを活用した活動を通して地域づくりを

担う人です。 

 

皆さんも新たな役割を担ってみませんか。

申請についての疑問、質問は事務局までご

連絡ください。 


