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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  
 

  
 

 

「ネイチャーゲーム中国四国地区大会」開催！ 
 今回で９回目となる標記大会を、ついに山口県

で開催します！中国・四国地方の仲間との交流や

ネイチャーゲームアクティビティ体験、楽しいワ

ークショップ、日本協会からの事業説明等、盛り

だくさんの内容を計画しています。全国研や他県

での大会に参加の難しい方も、県内開催のこの機

会にぜひご参加ください。 

 

 

 

日 時 ２０１６年１月２３日（土）１３：３０ 

～ １月２４日（日）１２：００ 

（事業説明会に参加される方は１５：００まで） 

会 場 国立山口徳地青少年自然の家 

参加費 ４,０００円（事業説明会参加＋６００円） 

問合せ・申込み  山口県ＳＮ協会 福田和子 

E-mail k-nirusu@c-able.ne.jp 

TEL   090-3744-6678 

プログラム（予定） 

１日目 

13:00 受付開始 

13:30 開会式 

14:00 アクティビティ 

体験 

17:00 夕べのつどい 

夕食 

18:30 天体観察 

19:30 入浴 

21:00 懇親会・就寝 

２日目 

6:30 フリープログラム 

7:15 朝のつどい・朝食・清掃 

9:00 ワークショップ（分科会） 

11:30 分科会発表会 

12:00 閉会式・解散 

13:00 日本協会からの事業説明 

15:00 終了・解散

 

山口県ＳＮ協会 『新年会』 開催！ 
年明け最初の恒例行事「新年会」のご案内です。ぜひ多くの皆さんと集い、飲み、語り合いたいと思

います。普段、県協会や地域の会のイベント等に参加できない方も、この機会にぜひご参加ください。

お待ちしております。 

 

 

日 時 ２０１６年 １月 ９日（土） 

     １９：００～２１：００ 

会 場 徳山駅前周辺居酒屋（予定） 

参加費 ４,５００円程度 

申込み 事務局/福田までご連絡ください。 

 

 

※直前まで受付いたしますが、会場の確保の都合

もありますので、日程の調整ができた方は、早

めにお知らせください。また宿泊を希望される

方も、ご相談ください。 

２０１５年 

Ｎｏ．５９ 
平成２７年１２月１５日発行 

発行先：山口県シェアリングネイチャー協会 

発行元：山口県シェアリングネイチャー協会（山口県ＳＮ協会１５１４） 

ｐ1. ネイチャーゲーム中国四国地区大会開催 

ｐ1．山口県ＳＮ協会 新年会 開催 

ｐ2．山口県スポ・レクフェスティバル報告 

ｐ2．やまぐちねんりんフェスタ報告 

ｐ3．やまぐち総合スポーツ大会報告 

ｐ3．第 14回 ホタルの里 湯遊ウォーク報告 

ｐ3．ネイチャーゲームリーダー養成講座報告 

ｐ4．イベント情報・編集後記 
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「第５０回山口県スポ・レクフェスティバル」報告 
 当協会が加盟しております（一社）山口県レクリエーシ

ョン協会主催による標記大会スポレク広場が、１０月１２

日（月祝）、宇部市恩田運動公園陸上競技場を主会場に開

催されました。 

今回は、宇部市スポーツコミッション主催の「きらめき

☆フェスタ～健康とスポーツの祭典」と同時開催というこ

ともあり、例年と比べ、数多くの家族連れの参加がありま

した。お昼頃に少し雨が降ったものの、終了時間ギリギリ

まで、様々なコーナーで楽しまれていました。 

当協会のネイチャーゲーム体験コーナーには１０３名の

方が立ち寄られました。「しぜんのだいすきだいじさが

し」や「カモフラージュ」、「目かくしイモ虫」などを体

験してもらうことができました。 

 前日、ＣＯＣＯＬＡＮＤ山口・宇部にて行われた（一

社）山口県レクリエーション協会の表彰式では、永年の功

績をたたえ、周南シェアリングネイチャーの会が優良団体

表彰、田中時子氏（錦川シェアリングネイチャーの会事務

局長）が功労者表彰を受賞されました。おめでとうござい

ます。 

 来年は、長門市での開催です。最寄りの方はぜひご協力をお願いします。 

 

 

 

やまぐちねんりんフェスタ ふれあいニュースポーツ 

報告 
 今秋、山口県で開催された「ねんりんピックおいでま

せ！山口２０１５（全国健康福祉祭）」に合わせて「ぶち

元気！やまぐちねんりんフェスタ」が、１０月１７日

（土）～１９日（月）の３日間、山口きらら博記念公園多

目的ドームで開催されました。 

当協会は、会場内の（一社）山口県レクリエーション協

会主管による「ふれあいニュースポーツ」の中の１コーナ

ー、ネイチャーゲーム体験コーナーを担当しました。 

 「ノーズ」や「木の葉のカルタとり（お座敷バージョ

ン）」、「動物カテゴリー」などのネイチャーゲームや、

生きものビックパズルなどを実施しました。 

隣がキッズコーナーということもあり小さなお子さん連れのご家族や、元気ランドで試合の終わ

った少年野球の子どもたち、他県の選手の方など、多くの方が立ち寄ってくださいました。３日間

で、４１０名の方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。直接、自然とふれあっ

てもらうことはできませんでしたが、ネイチャーゲームを知ってもらう良い機会となりました。 
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「やまぐち総合スポーツ大会」報告 
 今年で４回目となるやまぐちスポーツ交流・元気県づく

り推進会議主催による標記大会が、１０月２５日（日）、

維新年記念公園にて開催されました。 

当日は少し風が強かったもののとてもよい天気で、スポ

レク広場は大賑わいでした。 

当協会が担当したネイチャーゲーム体験コーナーにも家

族連れの方やスポーツ少年団の子どもたちなど約１５０名

の方が立ち寄られ、「ノーズ」や「動物カテゴリー」、

「カモフラージュ」、「フィールドビンゴ」などを体験し

てもらうことができました。 

 

 

「第１４回 ホタルの里 湯遊ウォーク」報告 
 去る１１月１５日（日）、豊田農業公園にてホタルの里湯遊ウォーク実行委員会主催による標記

事業が開催されました。当協会が担当した自然体験コース（ネイチャーゲーム有）には、今年も約

１２０名の方が参加されました。例年、当日キャンセルが多くあるのですが、今年は小学校単位で

申し込みをされているらしく、ほとんどキャンセルがありませんでした。また、新設コース（温泉

コース）はもちろん、他のコースも大盛況でした。 

自然体験コースでは、「カモフラージュ」や「森の色あわせ」、「動物カテゴリー（アレン

ジ）」、クラフトなどを提供し、参加された皆さんに約４ｋｍの道のりを豊田の自然と親しみなが

ら歩いてもらうことができました。 

 
 

「ネイチャーゲームリーダー養成講座」報告 
 去る１１月２１日（土）～２３日（月祝）、国立山口徳

地青少年自然の家にて、リーダー養成講座を開催しました。

主任講師は、山口県へ初来県の藤本光世さん（岡山県）、

講師は村田徳子さんでした。 

昨年とはうって変わって、今年は３日間とも過ごしやす

い天気で、野外でのアクティビティもゆったりと自然に親

しむことができました。また、会場では“ウサギ”、“ア

カガエル”、“コゲラ”、“モグラ”などなど、生きもの

にも出会うことができました。 

今回の講座は、１１月に入ってから申込者の２/３の方のキャンセルがあり、開催できるか危ぶ

まれましたが、過去３名でも実施したという宮城県、２名でも実施したという岡山県の情報を支え

に何とか実施することができました。皆さんとても熱心に受講され、全員無事合格されました。全

員県内の方なので、今後の活躍が期待できそうです。（参加者４名（内訳…下関市１名、防府市１

名、光市１名、フレッシュアップ１名））
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＊３月に開催の「自主企画セミナー」は、只今検討中です。詳細が決まり次第、お知らせいたしま

す。 

＊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

２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。 メールの登録にご協力ください。 

～～編編集集後後記記～～      

今年、野良生えのカボチャが３個収穫できた。日ごろ刈り草を焼いている場所が、温床となって

生えてきたカボチャであった。いつも生えてくることのない場所からの思いがけない収穫であった。

そういえば、昨年、いただいたカボチャには、文字が彫り込んであり、しばらく玄関先のオブジェ

として飾られていた。いつの間にかグズグズになっていたので、捨てたのであろう。確か「人生捨

てたもんじゃあない」と書かれていたような・・・。 

 

 ２０１５年は大変お世話になりました。数多く 

の事業へのご協力、ご支援、ありがとうございま 

した。 

２０１６年も飛躍の年にしましょう。引き続き 

よろしくお願いします。       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 

12

月 

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 

徳山駅前周辺居酒屋 

（予定）   

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

１７日 

（日） 
冬のネイチャーゲームの会 

霜降山男山駐車場集合 

～霜降山山系 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

  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 

 

３１日 

（日） 
雪のネイチャーゲームの会 

宇部市役所集合 

～もみのき森林公園   

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

３１日 

（日） 
冬のネイチャーゲーム大会 深坂自然の森 

【下関の会】 

石川和之（運営委員長） 

TEL 083-233-1280 

２

月 

１４日 

（日） 

野鳥（とり）と親しむ 

ネイチャーゲームの会 
江汐公園 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

３

月 

２０日 

（日） 
里山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 

中旬 自主企画セミナー 未定 

【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/ 


