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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  
 

  
 

 

ネイチャーゲーム体験ブース スタッフ募集 

今年は例年にも増して、夏から秋にかけて行事が目白押しです。各行事にてスタッフを募集しています

ので、ご協力いただける方は事務局までお知らせください。 

 

 

皆さんご存じのとおり、この夏、山口市阿知須・きらら浜にて「第２３回世界スカウトジャンボ

リー」が開催されます。当協会では、日本ジャンボリーの際と同様、期間中、メインプログラムの

合間に気軽に体験できるネイチャーゲーム体験ブースを開設します。 

期  日  ７７月月  ３３００日日  （（木木））～～８８月月  １１日日  （（土土））、、８８月月  ４４日日  （（火火））～～  ６６日日  （（木木））（６日間） 

会  場  山山口口県県セセミミナナーーパパーークク    

内 容  世界スカウトジャンボリーの参加者で、ネイチャーゲーム体験をして

みたい方々にネイチャーゲームのプログラムを実施 

スタッフ募集人数   各日 １０名程度 

※英語および外国語を話せる方は、ぜひご協力をお願いします。 

※１日単位の募集とします。（半日参加不可） 

申込締切  ７月 １３日（月） 

その他   県協会より旅費を支給 

 

 

 

今秋、宇部市において「第５０回山口県スポーツ・レクリエーションフェスティバル＜（一社）

山口県レクリエーション協会主催＞」が開催されます。 

期  日   １１００月月  １１２２日日  （（月月祝祝）） 

会  場  宇宇部部市市恩恩田田運運動動公公園園  陸陸上上競競技技場場    

内 容  ネイチャーゲーム体験をしてみたい方々にネイチャー

ゲームのプログラムを実施 

スタッフ募集人数   １０名程度 

申込締切  ９月 ３０日（水） 

その他  県協会より旅費を支給 

※前日、１０月１１日（日）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。 

２０１５年 
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平成２７年６月１５日発行 
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ｐ1. ネイチャーゲーム体験ブース スタッフ募集 

ｐ2．ネイチャーゲームリーダー養成講座開催 

ｐ3．全国一斉「あそびの日」キャンペーン報告 

ｐ3．アースデイ（関門・山口）イベント報告 

ｐ4. 総会＆フォローアップセミナー報告 

ｐ5. 事務局からのお知らせ・編集後記 

ｐ6．イベント情報 
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今秋、「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉祭」が、山口県内で開催され

ます。 

当協会では、期間中、 

「ふれあいニュースポーツ」コーナーにおいて、ネイチャーゲーム体験ブースを開設します。 

期  日   １１００月月  １１７７日日  （（土土））～～  １１９９日日  （（月月））（３日間） 

会  場  山山口口ききらららら博博記記念念公公園園  多多目目的的ドドーームム    

内 容  ネイチャーゲーム体験をしてみたい方々にネイチャーゲームのプログラムを実施 

スタッフ募集人数   各日 ５名程度 

※１日単位の募集とします。（半日参加不可） 

申込締切  ９月 ３０日（水） 

その他  県協会より旅費を支給 

 

 

 

今秋、今年で４回目となる「やまぐち総合スポーツ大会（通称：きらスポ祭）」が開催されます。 

期  日   １１００月月  ２２５５日日  （（日日）） 

会  場  維維新新百百年年記記念念公公園園    

内 容  ネイチャーゲーム体験をしてみたい方々にネイチャーゲ

ームのプログラムを実施 

スタッフ募集人数   １０名程度 

申込締切  ９月 ３０日（水） 

その他  県協会より旅費を支給 

 

 

 

 

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３日間講座で開催します。全国で２日間

講座が多くなる中、当会場は貴重な講座です。 

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。最寄りの方へ

のご案内もよろしくお願いします。 

 

 

期  日   １１１１月月  ２２１１日日（（土土））  １１３３：：３３００～～  

２２３３日日（（月月祝祝））  １１５５：：３３００    

（２１日 １３：００～受付） 

会  場   国国立立山山口口徳徳地地青青少少年年自自然然のの家家    

講 師  藤本 光世（岡山県） 

参加費   一般・学生   ２６，０００円 

     ネイチャーゲームリーダー 

１８，０００円 

2014.10.26 昨年の様子 
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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） 

申込締切 １０月 ３１日（土） 

 

 

全国一斉「あそびの日」キャンペーン報告 
４月１９日（日）、下関駅周辺を会場に、全国一斉「あそびの日」キャンペーン２０１５参加事業『春

のネイチャーゲーム大会』を下関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。 

時折小雨が降る中、７名の参加者と一緒にネイチャーゲーム「ディスカバーウォーク」をしながら、高

杉晋作縁の地を巡り、歴史や自然に思いを馳せることができました。 

 

 

 

「アースデイ（関門・やまぐち）」イベント報告  

 アースデイ関門２０１５ 

 過ごしやすい天気の２日間で、立ち寄られた方と

のんびりとネイチャーゲームを楽しむことができま

した。イベントの出店が例年より少ないように感じ

ましたが、ネイチャーゲームブースには多くの方が

立ち寄ってくださいました。 

アクティビティを通して三世代交流も見られ、

『自然』は誰にでも平等だと改めて感じることがで

きました。 
 

実施日  ４月２５日（土）、２６日（日）  参加者数 約１００名  スタッフ数 １０名 
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アースデイやまぐち２０１５    

 毎年ネイチャーゲーム体験ブースに遊びに来てく

れる常連さん（子どもたち）がいて、友だちを連れ

て今年も遊びに来てくれました。１日中何度も遊び

に来ては、いろんなアクティビティを体験してくれ

ました。 

また、参加した子どもたちの中には、今度は保護

者の方を連れてきて一緒にネイチャーゲームを楽し

む姿が見られました。 

実施日  ４月２６日（日）  参加者数 約７０名  スタッフ数 ３名 

 

 

 

 

総会＆フォローアップセミナー２０１５報告 

総会報告 
５月９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、１５名（総

会成立宣言時）でした。 

今年度は、夏から秋にかけ、多くの委託・協力

事業があり、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。 

またこの度、光の会、長門の会が解散手続きを

することになりましたが、これは、今後この地域

で会を設立したいという方が現れた際に、スムー

ズに会を設立するための発展的解散ということで

皆さんにご理解いただきました。（詳しくは、総

会議案書および議事録をご覧ください。） 

なお、今年度予定しておりました自主企画セミ

ナー「韓国研修ツアー」は、ＭＥＲＳコロナウイ

ルス（中東呼吸器症候群）発生により、開催を見

送ります。 

フォローアップセミナー報告 
総会に引き続き、５月９日～１０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理事 服部道夫

（ハット）さんで、コーネル氏が目指しているも

のは何か、ハットさん流解釈についてお話いただ

きました。また、アクティビティの導入の仕方、

アクティビティの魅力についてもお話いただきま

した。日本にネイチャーゲーム（シェアリングネ

イチャー）を広めるきっかけをつくられたハット

さんならではの講座で、大変実りの多い２日間で

した。参加者は１６名でした。 
 

＜講義＞ 

◇「より良い自然案内人を目指して」 

◇「コーネル氏が目指していることは？ 

          １つの解釈として」 

＜アクティビティ＞ 

◇葉っぱちゃんあつまれ！ 

◇葉っぱコレクション  

◇動物ジェスチャー 

◇カモフラージュ 

◇森の怪物 

◇狩人の訓練 

◇自然とわたし 

◇木とつながる
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事務局からのお知らせ 
【「お茶っこ広場」寄付のお願い】 

 今年度も岩手県、宮城県へ“山口県の銘菓を送る”という支援を続けて 

いきたいと思いますので、引き続きご協力をよろしくお願いします。 

１口５００円で、事務局に会う際、または振込みで受け付けております。 

＜銀行の場合＞ 

銀行名  山口銀行 阿知須支店 

番 号  普通 ６１０１９０８ 

名 義  山口県シェアリングネイチャー協会 

＜郵便振替の場合＞ 

番 号  ０１３６０－４―８９４９０ 

名 義  山口県シェアリングネイチャー協会 

 もちろん、個人でお茶っこ広場へ送ることも可能です。 

＜送り先＞ 

 岩手県  〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚 まごころ広場うすざわ 臼澤 良一 様 宛 

宮城県  〒986-0115 宮城県石巻市福地字加茂崎４８ リオグランデ  海住 喜世 様 宛 

 

【「東日本大震災支援キャンプ」寄付のお願い】 

 今夏、広島県にて、福島県など放射能被災地の子どもたちを対象とした『東日本大震災支援キャンプ

／夏休み★ひろしま七日間冒険の旅』が開催されます。先月、大分県で開催された全国ネイチャーゲー

ム研究大会の中で、共催団体 公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会、広島県シェアリングネ

イチャー協会より寄付金募集の案内がありましたのでお知らせします。 

― 下記、ご案内文抜粋 ― 

 ２０１１年３月１１日の震災数か月後から、「もしかしたら小さな力になれるかもしれない」との思

いで、広島県シェアリングネイチャー協会の故・宮本雅行理事長を中心に、被災地大槌でのボランティ

ア活動「お茶っこ広場」を続けてきました。しかし皆さまご存じの通り、四年経ってもまだ原発事故に

よる放射能汚染は解決の目途がたっていません。この間、震災の日から時の止まったままの被災地を訪

れたり、野遊びが制限されている子どもたちの様子を見聞きしたりし、また自然豊かな地域でのキャン

プが被災地の子どもたちや家族を元気にしていることを知り、年々「広島で、短期間でも安心して野外

で遊びこめる時間をプレゼントしたい」という思いが強まって参りました。 

 そこで広島県の北部・自然豊かな三次市の「ほしはら山のがっこう（木造校舎活用）」を拠点とし、

校舎に寝泊まりしながらのびのびと森の体験や農業体験、川あそび体験のできる夏休みの一週間キャン

ププログラムの実現に向けて動いています。キャンプ５日目には開催市の児童との交流も合わせて、今

年戦後７０年を迎えるヒロシマの平和公園を訪れ、平和学習を行いたいと考えています。 

― 省略 ― 

１、ご寄付のお願い 

個人・・・・・・志 

企業・団体・・・１口 １０，０００円 

 

【支援金募金の口座】 

公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会 

口座 みずほ銀行 新宿支店  

（普通）５４６７９３３ 

～～編編集集後後記記～～      

本格的な梅雨の合間の晴れやかな日に、借りている田んぼに続く道すその土手の草刈りをした。草に覆われた

土手は、草が刈り取られるとその瞬間に今まで見えていなかった世界が出現する。土手には無数のトンネルが見え

る。そのほとんどのトンネルの屋根が崩落し、無数の迷路のような要塞になっている。アリの目でみると、たくさんの

生き物たちの痕跡に出会う。モグラが掘ったであろうトンネルをネズミやミミズ、コオロギやアリたちが使っていたので

あろう。今は住居者はいない。アリたちの世界遺産になっている。                       by yosaku  



 
6 

＊山口県シェアリングネイチャー協会ホームページでも、イベント情報を発信中！ 

  （http://ngyamaguchi.web.fc2.com/event.html） 

＊新着情報、緊急情報はメーリングリストに 

て配信します。メールアドレスをお持ちの 

方で、事務局にお知らせいただいてない方、 

知らせているのにメールが届かないという 

方は、事務局までアドレスをお知らせく 

ださい。 

 

県協会・地域の会イベント情報 
日程 行事名 場所 問い合わせ先 

 

６

月 

２８日 

（日） 
雨のネイチャーゲームの会 二俣瀬ビオトープ 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

２８日 

（日） 

梅雨のネイチャーゲーム 

ｉｎ周南２０１５ 

周南市西緑地公園 

万葉の森 

【周南の会】 

前田日出夫（事務局長） 

TEL/FAX 0834-32-1319 

 

７

月 

１１日 

（土） 

梅雨のネイチャーゲーム 

ｉｎ田布施 
ふるさと詩情公園 

【サザン瀬戸の会】 

吉原久美子（運営委員長） 

TEL 0820-56-2514 

１９日 

（日） 

生命（いのち）を感じる 

ネイチャーゲームの会 

宇部ときわ湖畔 

ユースホステル 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

 ３０～１日 

４～６日 

世界スカウトジャンボリー 

 ネイチャーゲーム体験ブース 
山口県セミナーパーク 

【県協会】 

松田義政（事務局長） 

TEL 090-3742-7137 
 

８

月 ２日 

（日） 
川のネイチャーゲームの会 厚東川河川敷運動公園 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

３０日 

（日） 

理事会・運営委員長会議 

事務局長会議 
山口県セミナーパーク 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

 

９

月 

６日 

（日） 

月見を楽しむ 

ネイチャーゲームの会 
二俣瀬ビオトープ 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

１９日 

（土） 

夜明けを楽しむ 

  ネイチャーゲームの会 
山口宇部空港築山 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

 

10

月 

１２日 

（月祝） 

協力事業 

第５０回山口県スポーツ・ 

レクリエーションフェスティバル 

宇部市恩田運動公園 

陸上競技場 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

  １７日 

～１９日 

協力事業 

ねんりんピックおいでませ！ 

山口２０１５ 

山口きらら博記念公園 

多目的ドーム 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

２５日 

（日） 

協力事業 

やまぐち総合スポーツ大会 
維新百年記念公園 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

発行事務局 松田義政（事務局長）  

〒754-1277 山口県山口市阿知須 2444-3  

TEL 090-3742-7137   FAX 0836-65-4024 

E ﾒｰﾙ m-yosaku@c-able.ne.jp 

ホームページ http://ngyamaguchi.web.fc2.com/ 


