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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  
 

  
 

 

平成２８年熊本地震で被災された皆様とそのご家族・関係者の方々に、心よりお見舞い申し上げます。 

また、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 

 

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 

２年ぶりに「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。夏休みでもなかなか仕事が休

めないという方も、お盆休みを利用して徳地の自然でリフレッシュしませんか。 

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。フレッシュアップ受講という

ことで、参加費もお安くなっています！ また、この講座は、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   ８８月月  １１２２日日（（金金））  １１３３：：３３００～～ 

１１４４日日（（日日））  １１５５：：３３００ 

（受付１２日 １３：００～） 

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  浦田 美砂（長崎県） 

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 

申込み・問い合わせ先 

講座担当：小川 浩三 

ＴＥＬ  ０９０－２００７－９４８１ 

Ｅメール ｋｚ７１＠ｔｕｂａ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

 

 

 

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 ３～５名（先着順） 

申込締切 ７月 ３０日（土） 

申込先  県協会事務局／福田 

 

※募集チラシは、県広報６０号に同封しましたが、

必要な方は、ご連絡ください。 
 

２０１６年 

Ｎｏ．６１ 
平成２８年６月２０日発行 

発行先：山口県シェアリングネイチャー協会 

発行先：山口県シェアリングネイチャー協会（山口県ＳＮ協会１６０６） 

ｐ1. ネイチャーゲームリーダー養成講座開催 

ｐ2．入門講座開催、体験ブーススタッフ募集 

ｐ3．アースデイ（関門・山口）イベント報告 

ｐ3．全国一斉「あそびの日」キャンペーン報告 

ｐ3．全国一斉「あそびの日」キャンペーン報告 

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 

ｐ6．イベント情報・編集後記 
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ネイチャーゲーム入門講座 参加者募集 

久々に県協会主催で入門講座を開催します。今年度は夏と冬の２回、開催します。最寄りの方にネイチ

ャーゲームを体験してほしい・紹介したいとか、久々に自分もネイチャーゲームについて学びたいという

方、この機会にぜひご参加ください。（詳しくは、同封のチラシをご覧ください） 

 

 

 

期  日   ８８月月  ２２８８日日（（日日））  １１３３：：００００  ～～  １１５５：：３３００  

（受付１２：４５～） 

会  場   山山口口県県セセミミナナーーパパーークク 

講 師  ネイチャーゲーム・インストラクター 

参加費   無料 

 

 

申込み・問い合わせ先 

講座担当：廣實 久美子 

ＴＥＬ  ０９０－２８０３－５７７８ 

Ｅメール ａｋｉｒａ７１０＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 

※冬は、２月２６日（日）に開催予定です。 

 

 

ネイチャーゲーム体験ブース スタッフ募集 

例年通り開催される秋の大きなイベントにて、下記のとおりスタッフを各１０名程度募集しますので、

ご協力いただける方は事務局までお知らせください。 

 

 

今秋、長門市において「第５１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  １１００日日  （（月月祝祝）） 

会  場  長長門門市市総総合合公公園園    

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

ームのプログラムを実施 

申込締切  ９月 ２８日（水） 

その他  県協会より旅費を支給 

※前日、１０月９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。 

 

 

 

今秋、５回目の開催となる「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。 

期  日   １１００月月  ２２３３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

ームのプログラムを実施 

申込締切  ９月 ２８日（水） 

その他  県協会より旅費を支給 

2015.10.12 昨年（宇部市）の様子 

2015.10.25 昨年の様子 
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「アースデイ（関門・やまぐち）」イベント報告  

 アースデイ関門２０１６ 

１日目はあいにくの雨で、販売物も早々に撤収す

ることになりましたが、２日目が終了してみればい

つもの年より多くの方にお立ち寄りいただいていま

した。 

小さいお子さんたちには積み木が人気で、ネイチ

ャーゲームをやってみたいという小学生以上の方に

は、「カモフラージュ」などを体験してもらいまし

た。スタッフの皆さん、お疲れさまでした。 
 

実施日  ４月２３日（土）、２４日（日）  参加者数 約１７０名  スタッフ数 ９名 
 
 

アースデイやまぐち２０１６   

 曇り空の中、「カモフラージュ」や「どうぶつさ

がしゲーム」などを体験してもらいました。午前中

は参加者が少なかったものの、午後からは毎年ブー

スに遊びに来てくれる常連さん（子どもたち）がネ

イチャーゲームを体験しに来てくれました。最後に

実施した「フィールドビンゴ」では、公園内全体を

使った大冒険となり、参加してくれた子どもたちは

大満足の様子でした。 

実施日  ４月２４日（日）  参加者数 約４０名  スタッフ数 ３名 

 

 

全国一斉「あそびの日」キャンペーン報告 
①「自然とふれあうネイチャーゲーム大会」 

５月２１日（土）、維新百年記念公園を会場に、全国一斉「あそびの日」キャンペーン２０１６参加

事業『自然とふれあうネイチャーゲーム大会』をふしの川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。 

とてもよい天気の中、１４名（子ども２名、大人１２名）の

参加者と一緒にネイチャーゲームを楽しむことができました。

参加された大人の方から「３００円でこれだけ遊べてお得だっ

た」「また参加したい」との感想をいただきました。 

＜実施プログラム＞ 

はじめまして 

カモフラージュ 

森の美術館 

目かくしイモ虫 
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②「自然体験 ～ みどりの妖精たち」 

５月２８日（土）、萩セミナーハウスを会場に開催されました。萩シェアリングネイチャーの会、萩

セミナーハウスとの合同開催ですが、全面的に萩セミナーハウスのネイチャーゲームリーダーにお願い

し、実施していただきました。 

 

お天気が不安だったので、指月公園には行かず、セミナーハウスの施設内で実施しました。参加者は

24人でした。ちなみに、スタッフ 6人（内ボランティア 2人）でした。 

まず、夏みかんを収穫して、ジュースとゼリーを作りました。ネ

イチャーゲームなどのアクティビティは、「音いくつ」、「みどり

の妖精（森の顔さがし）」、「かさねことば」、「エソラで遊ぼ

う」を行いました。最後は、クラフト｢えんぴつ君ストラップ」を

作りました。 

  みなさん、とても楽しんでくださいました。アンケートもまた

来たいという意見が多かったです。 ＜文責：吉村＞ 

 

 

総会＆フォローアップセミナー２０１５報告 

総会報告 
５月７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、１７名（総

会成立宣言時）でした。 

今年度は、例年通りの主催事業、委託事業、協

力事業に加え、昨年大雪のため中止となった「中

国四国地区大会」を今年度も引き受ける旨、皆さ

んに説明し、協力を要請しました。 

また、中国四国地区大会に合わせて、今年度は、

コーディネーター研修・コーディネーター認定講

座も開催するため、組織に関わっていらっしゃる

方の受講をお願いしました。 

（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、５月７日（土）～８日（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公認ト

レーナーの伊東工（タク）さんで、ニューアクテ

ィビティの体験だけでなく、『クマ』の活動もた

っぷりと体験することができました。考案者の指

導による「季節からの招待状」も体験でき、とて

もお得な講座となりました。 

また、講義の中でのＱ＆Ａでは、自らの体験な

どをもとに参加者とともに自然をわかちあう姿勢

について話をされ、自然案内人の心がまえを再確

認することができました。参加者は１６名（+子

ども２名）でした。 
 

＜講義＞ 

◇「より良い自然案内人を目指して」 

◇「ネイチャーゲームを深める 

       －受け身になろうー」 

＜アクティビティ＞ 

◇みんなの季節感  ◇かおりの小箱 

◇わたしは見える  ◇朝の呼吸法 

◇美の小道     ◇バーティカルポエム 

◇サウンドマップ  ◇カメラゲーム 

◇わたしは山    ◇目かくし歩き 

◇風と話そう    ◇季節からの招待状 
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事務局からのお知らせ 
①【「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。送る際は、「お茶っこ広場」と明記してくだ

さい。 

＜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 宛 

 

②【メーリングリスト登録のお願い】 

 山口県ＳＮ協会では、県協会と県協会会員のみなさんとの連絡をより円滑にしてい

くために、インターネットを活用した「山口県シェアリングネイチャー協会メーリン

グリスト」の運用を開始しています。 

県協会からは、突発的な依頼・委託事業やイベント情報、関連団体からのお知らせ

などを、地域の会からはイベント情報やスタッフ募集などを発信しています。 

登録にぜひともご協力ください。メールアドレスをお持ちの方で、まだ登録されていない方は、県協

会までメールアドレスをお知らせください。 

 

③【予告：自主企画セミナー】 

 今年度の自主企画セミナーの会場は、なんと『韓国』です！ 既に韓国の代表者チャン・サンウクさ

んと連絡を取り合い、内容を計画しているところです。一緒に、韓国ならではの自然、人、歴史にふ

れてみませんか。今から日程とお小遣いを調整して、ぜひともご参加ください。 

次号県広報にて詳細をお知らせします。 

 

 

 

期  日   平成２９年 ３３月月  ２２４４日日（（金金））  １１６６：：００００  頃集合  

３３月月  ２２７７日日（（月月））    ８８：：３３００  頃解散  

集  合   下下関関港港国国際際タターーミミナナルル 

行 先  釜山周辺 

参加費   調整中 

最低遂行人数 ５名 

その他  ○パスポートは早めの準備をお願いします。 

     ○現地での通訳は、チャン・サンウクさんにお願いしています。 

ご不明な点等は、県協会事務局までお尋ねください。 
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～～編編集集後後記記～～      

ここ数年、５月末になると母と一緒に近所の川へ蛍を見に行く。道路の真ん中で光っている蛍を、母

は必死で救出。「ここにいたら車に引かれるよ」と声をかけている。小さな命に心を寄せている母に感

心した。私もこうやって歳をとりたい。  by peko  

 

＊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） 

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 

２６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 

２６日 

（日） 
海のネイチャーゲーム inやない 

サザンセト伊保庄 

マリンパーク 

【サザン瀬戸の会】 

吉原久美子（運営委員長） 

TEL 0820-56-2514 

２６日 

（日） 
ネイチャーゲーム入門講座 

サザンセト伊保庄 

マリンパーク 

【サザン瀬戸の会】 

吉原久美子（運営委員長） 

TEL 0820-56-2514 

７

月 

１７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 

 

８

月 

７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 

１２日 

～１４日 

（金～日） 

ネイチャーゲームリーダー 

養成講座  

国立山口徳地 

青少年自然の家  

【県協会】 

小川浩三（講座担当） 

TEL 090-2007-9481 

２８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 

２８日 

（日） 
ネイチャーゲームセミナー 山口県セミナーパーク 

【県協会】 

廣實久美子（セミナー担当） 

TEL 080-6311-4971 

 

９

月 

４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 

１８日 

（日） 

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 

１０日 

（月祝） 

協力事業 

第５１回山口県スポーツ・ 

レクリエーションフェスティバル 

長門市総合公園 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

２３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/ 


