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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  
 

  
 

 

 

県スポ・レクフェスティバル スタッフ募集！ 

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。当協会は、フェス

ティバル当日、ネイチャーゲーム体験コー

ナーを開設します。 

また、前日には、宇部市内ホテルにて、

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。

（総合開会式・表彰式・レセプションのみ

の参加も可能です。） 

 

 

日 時  １０月 １２日 （月祝） 

  ８:３０～１６:３０ 

（準備・片づけ含む） 

会  場   恩田運動公園陸上競技場    

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 

締 切   ９月 ３０日（水） 

その他   県協会より旅費を支給 

 

   

期 日   １０月 １１日（日） 

  会 場   ＣＯＣＯＬＡＮＤ山口・宇部 

（宇部市上宇部７５） 

  日 程  16:30 ～ 17:00 受付 

       17:00 ～ 17:30 総合開会式 

       17:30 ～ 18:00 表彰式 

       18:00 ～ 20:00 レセプション 

  参加費  レセプション代 ６，０００円 

  宿 泊  宿泊を希望される方は、 

５，５００円（朝食付き） 

  ※部分的な参加も受け付けております。ご相 

談ください。 

  ※宿泊を希望される方は、至急ご連絡くださ

い。 
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やまぐちねんりんフェスタ スタッフ募集！ 
 

今秋、「ねんりんピック」

の愛称で親しまれている「ね

んりんピックおいでませ！山

口２０１５（全国健康福祉

祭）」が、山口県で開催され

ます！当協会は期間中、「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。

ご協力いただける方は、事務

局までご連絡ください。 

 

 

日 時   １０月 １７日 （土）～ １９日 （月）（３日間） 

   各日 ９:００～１８:３０（準備・片づけ含む） 

会  場  山口きらら博記念公園 多目的ドーム  

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 ６名程度 

※１日単位の募集とします。（半日参加不可） 

締 切   ９月 ３０日（水） 

その他  県協会より旅費を支給 

 

 

やまぐち総合スポーツ大会 スタッフ募集！ 

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）」（やまぐちスポ

ーツ交流・元気県づくり推進会

議主催）が山口市にて開催され

ます。当協会は、スポレク広場

にてネイチャーゲーム体験コー

ナーを開設します。ご協力いた

だける方は、事務局までご連絡

ください。 

 

 

 

日 時   １０月 ２５日 （日） 

  ８:３０～１７:３０（準備・片づけ含む） 

会  場  維新百年記念公園    

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 

締  切   ９月 ３０日（水） 

その他  県協会より旅費を支給 

 

 

ホタルの里 湯遊ウォーク スタッフ募集！ 

 ホタルの里湯遊ウォーク実行委員

会主催の標記大会が今年度も開催さ

れます。当協会は、４つのコースの

内、自然体験コース（４km）を担

当します。ご協力いただける方は、

事務局までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  １１月 １５日 （日） 

８：００～１４：００（準備・片づけ含む） 

 会 場  豊田農業公園（下関市豊田町） 

 内 容   約４km のコース上にポイントを６箇所程度設置し、 

各箇所でネイチャーゲーム等を実施します。 

 スタッフ募集人数 １０名程度 

締 切   １１月 ４日（水） 

その他  県協会より旅費を支給 
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『山口県ネイチャーゲーム大会』 開催！ 

今年度も県内各地で、標記大会を開催します。最寄りの会にぜひ足をお運びください。 

 

 

 

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   １１月 ２１日（土） １３：３０～ 

２３日（月祝） １５：３０    

（２１日 １３：００～受付） 

会  場   国立山口徳地青少年自然の家    

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 

 

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） 

 

地域の会名 日にち 会 場（予定） 問い合わせ先 

宇部の会 １１月 ８日（日） 二俣瀬ネイチャーファーム 
村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

はぎの会 １０月１８日（日） 中央公園 
久保田晃生（運営委員長） 

TEL/FAX0838-28-0723 

ほうふの会 １０月２４日（土） 三谷森林公園入口 
小川浩三（運営委員長） 

TEL 090-2007-9481 

下関の会 １１月３日（火祝） 綾羅木郷遺跡公園 
石川和之（運営委員長） 

TEL 083-233-1280 

錦川の会 １１月 １日（日） 通津美が浦公園 
田中時子（事務局長） 

TEL 0827-96-1375 

周南の会 １１月 １日（日） 周南市西緑地公園万葉の森 
前田日出夫（事務局長） 

TEL/FAX 0834-32-1319 

ふしの川の会 １１月 ８日（日） 調整中 
吉野信朗（運営委員長） 

TEL 090- 4104-2584 

サザン瀬戸の会 １１月 １日（日） 
ハートランドひらおスポーツ

レクリエーション公園 

吉原久美子（運営委員長） 

TEL 090-8245-8738 
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＊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。 

～～編編集集後後記記～～      

本田んぼの土手には、マンジュシャゲの花がちら 

ほらと咲き始めたでしょうか。彼岸花ともいうこ 

の花は彼岸入りから彼岸明けの間、楽しめます。 

お彼岸は９／２０～２６ですので、真っ赤な彼岸 

花をお楽しみください。            by yosaku 

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 

９

月 

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 

  ３日 

～４日 
ネイチャートリップキャンプ ときわ少年キャンプ場 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

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 

10/18 

～11/8 
山口県ネイチャーゲーム大会 県内８ヶ所 各地域の会 

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 

11

月 

１５日 

（日） 

協力事業 

ホタルの里 湯遊ウォーク 
豊田農業公園 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

  ２１日 

～２３日 
リーダー養成講座 （ＮＥＡＬ付き） 

国立山口徳地 

青少年自然の家 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

12

月 

６日 

（日） 
街を楽しむネイチャーゲームの会 宇部市役所集合 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

２３日 

（水祝） 
クリスマスネイチャーゲームの会 ときわ少年キャンプ場 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

１

月 

９日 

（土） 

山口県シェアリングネイチャー 

協会 新年会 
周南市内某所 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

  ２３日 

～２４日 

２０１５年度ネイチャーゲーム 

中国四国地区大会  

国立山口徳地 

青少年自然の家 

【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 
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