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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、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。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、長門市内ホテルにて、

総合開会式・表彰式・レセプションが行わ

れます。表彰式では、当協会の地域の会、

個人も表彰される予定です。お祝いにぜひ

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 １０日 （月祝） 

  ７:３０～１６:３０ 

（準備・片づけ含む） 

会  場   長門市総合公園 展望広場 

    （長門市仙崎８１８番地１）  

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 ２８日（水） 

その他   県協会より弁当・旅費を支給 

    （ご協力いただける方は、事務局ま

で早めに連絡していただけると助

かります。） 

 

 

   

期 日   １０月 ９日（日） 

  会 場   ＜開会式・表彰式＞ 

       長門市物産観光センター 

      （長門市東深川１３２４－１） 

＜レセプション＞ 

ＫＵＬＡＢＯ大正館 

（長門市東深川１９０４番地の１） 

  日 程  16:30 ～ 17:00 受付 

       17:00 ～ 17:30 総合開会式 

       17:30 ～ 18:00 表彰式 

       18:30 ～ 20:30 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。（ただし、ツイン、和室（３人部屋）

のみで、シングルはありません。） 
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やまぐち総合スポーツ大会 スタッフ募集！ 

今年で５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）が維新百

年記念公園にて開催されます。 

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 ２３日 （日） 

  ８:３０～１７:３０（準備・片づけ含む） 

会  場  維新百年記念公園（山口市）  

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 ２８日（水） 

その他  県協会より弁当・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 ２０日 （日） 

７：４５～１４：００（準備・片づけ含む） 

 会 場  豊田農業公園「みのりの丘」（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 ７日（月） 

その他  県協会より旅費を支給・主催者より昼食提供

 

中国四国地区大会＆自主企画セミナー予告 

２０１７年３月と、少し先の話ではありますが、今から予定を調整して、ぜひともご参加ください。 

 

 

期 日  ２０１７年 ３月 １８日（土） 

～ １９日（日） 
会  場   国立山口徳地青少年自然の家 

内 容   中国四国地区ネイチャーゲームリ

ーダーとの交流、ネイチャーゲー

ム体験等 

参加費  ４,０００円（予定） 

※引き続きコーディネーター研修・養成を

行う予定です。  

 

期 日  ２０１７年 ３月 ２４日（金）夕方 

～ ２７日（月）早朝 

会  場   下関～釜山 

内 容   釜山での自然体験 

韓国シェアリングネイチャー活動

の方との交流 

参加費  調整中 

 

  ※詳しくは次号およびメーリングリストで

お知らせします。 
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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」報告 

 ８月１２日（金）～１４日（日）のお盆真っ只中、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、浦田美砂さん（長崎県）、講師は村田徳子

さんでした。 

暑い中の開催でしたが、木陰のフィールドを選んでの実施

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。 

全国で２日間講座が主流になってきており、山口県でも２

日間講座を検討する必要があるのではと思っているところで

すが、参加者のアンケートのほとんどに「３日間講座でよかった」と書いてあり、３日間講座のよ

さや参加者の満足度の高さに、改めて３日間講座の意義を感じ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。県内の参加者が５名（内１名フレッシ

ュアップ受講）と、全体の半数でしたが、山口県のニューフェースとして活躍が期待されます。

（参加者１１名（内訳…下関市２名、周南市１名、宇部市１名、県外６名、フレッシュアップ１名）

地域の会名 概 要 問い合わせ先 

宇部の会 

ネイチャートリップキャンプ 

日時：１０月１５日(土) 13:30 ～１６日(日) 15:30 

会場：ときわ少年キャンプ場 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

はぎの会 

ネイチャーゲームとダッチオーブン料理 

日時：１０月２９日(土) 9:30～14:00 

会場：萩セミナーハウス 

吉村玲子（副運営委員長） 

TEL 0838-21-7501 

FAX 0838-21-7666 

ほうふの会 

山口県ネイチャーゲーム大会 in 防府 

日時：１０月３０日（日） 

会場：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 

全国一斉シェアリングネイチャーの日 

日時：１０月１６日(日) 10:00～12:30 

会場：下関園芸センター 

石川和之（運営委員長） 

TEL 083-233-1280 

錦川の会 

落ち葉で遊ぼう 

日時：１０月１６日(日) 10:00～12:30 

会場：紅葉谷公園 

田中時子（事務局長） 

TEL 0827-96-1375 

周南の会 

山口県ネイチャーゲーム大会 in 周南 

日時：１０月３０日(日) 10:00～15:00 

会場：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 

山口県ネイチャーゲーム大会 in 山口 

日時：１０月１６日(日)  

会場：山口きらら博記念公園東駐車場横 

吉野信朗（運営委員長） 

TEL 090- 4104-2584 

サザン瀬戸の会 

山口県ネイチャーゲーム大会 in ひらお 

日時：１０月１６日(日) 9:00～12:00 

会場：ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞひらおｽﾎﾟ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～～      

 稲穂に混じって、少し背の高い草が生えている。 

もうじき、刈り取られて雑穀米になってしまうので 

あろううか。                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 

１７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 

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 

１５日（土） 

～ 

３０日（日） 

山口県ネイチャーゲーム大会 県内８ヶ所 各地域の会 

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 

11

月 

６日 

（日） 

農業を楽しむ 

ネイチャーゲームの会 
二俣瀬ネイチャーファーム 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

２０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 

２７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 

１2 

月 

３日 

（土） 

初冬のネイチャーゲーム 

ｉｎ周南 2016   

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 

１８日 

（日） 
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 

７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】 

前田日出夫（新年会担当） 

TEL/FAX 0834-32-1319 

１５日 

（日） 
冬のネイチャーゲームの会 霜降山山系 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

２９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 

２９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 

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 

ＨＰ  http://ngyamaguchi.web.fc2.com/ 


