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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  
 

  
 

 

山口県ＳＮ協会 『新年会』 開催！ 
今年も残りわずかとなりました。２０１６年はどんな年だったでしょうか。周りの自然に心を寄せる

時間はもてたでしょうか。２０１７年スタートまであと半月です。２０１７年がよい年となるよう、１

年の始まりに皆さんと集い、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。いえ、そんな方こそぜひこの機会にお会いしまし

ょう！！ご参加お待ちしております！ 

 

 

日 時 ２０１７年 １月 ７日（土） 

１９：００ ～ ２１：００ 

会 場 徳山駅前周辺居酒屋（予定） 

参加費 ４,０００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

らせいただけると助かります。 

※宿泊を希望される方は、ご相談ください。 

＜公共交通機関をご利用の場合＞ 

 下関市方面からお越しの方は、 

１８：４３着（山陽本線 岩国行） 

２１：２１発（山陽本線 下関行） 

２２：００発（山陽本線 下関行） 

岩国方面からお越しの方は、 

１８：３４着（岩徳線 徳山行） 

１８：４８着（山陽本線 下関行） 

２２：００発（山陽本線 岩国行） 

２２：１６発（岩徳線 岩国行） 

ネイチャーゲームセミナー参加者募集！ 

今年度２回目の入門講座を開催します。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。

 

 

 

期  日   ２０１７年 ２月 ２６日（日） 

  １３：００ ～ １５：３０ 

会  場   山口県セミナーパーク 

参加費   無料 

講 師  ネイチャーゲーム・インストラクター 

      田中時子・吉本礼希 

問合せ・申込み 講座担当／：吉原 久美子 

ＴＥＬ  ０９０－８２４５－８７３８ 

Ｅメール kumiko-sutyan0927＠joy.ocn.ne.jp 

２０１６年 
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韓国シェアリングネイチャーツアー  

                 参加者募集！ 
今年度の自主企画セミナーの会場は、初の

海外です！会場となる「韓国」は、隣国であ

りながら、その自然や歴史を知る機会は少な

いのが現状です。ぜひこの機会に韓国釜山の

自然と歴史にふれてみましょう。 

 

 

期  日   ３月 ２４日（金）１７：００集合 

～ ２７日（月）  ８：００解散 

     ３泊４日（船中２泊、現地１泊） 

会  場   釜山 

講 師  チャン・サンウッグ 

          （韓国ＳＮ組織代表） 

参加費   ４５，０００円（予定） 

※詳細はホームページにてお知ら 

せします。 

 

 

プログラム（予定） 

１日目 

17:00 受付開始 

出国手続き 

19:00 乗船 

入浴・夕食 

21:00 就寝 

２目日 

7:15 朝食 

8:00 下船 

9:00 プログラム① 

     昼食 

  16:00 フリータイム 

 18:00 夕食 

 19:00 プログラム② 

 22:00 就寝 

 

 

３日目 

7:30 朝食 

9:00 プログラム③ 

 12:00 昼食 

 13:00 フリータイム 

 17:00 乗船手続き 

乗船 

 19:00 入浴・夕食 

 21:00 就寝 

４日目 

8 :00 下船・解散

「ネイチャーゲーム中国四国地区大会」開催！ 
 昨年は大寒波襲来でやむなく中止した大会ですが、

今年度は春間近の３月に開催します。 

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。県内開催のこの機会にぜひご参加く

ださい。 

 

 

 

日 時 ２０１７年３月１８日（土）１３：３０ 

～ ３月１９日（日）１２：００ 
（引き続き Co研修講座を開催します） 

会 場 国立山口徳地青少年自然の家 

参加費 ３,０００円 

問合せ・申込み  山口県ＳＮ協会 村田徳子 

E-mail  ramun@oregano.ocn.ne.jp 

TEL/FAX   0836-55-5631 

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 日本協会からの事業説明 

21:00 入浴・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 

※ネイチャーゲームコーディネーター研  

修講座に参加される方は、17:00 まで。
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 「ネイチャーゲームコーディネーター 

研修講座・養成講座」開催！
従来、コーディネーターは都道府県協会や地域

の会の運営をはじめとする活動をされている方に、

目指していただく資格でしたが、２０１６年度か

らは、誰もがコーディネーターを目指せるように

なりました。 

これまで通りコーディネーターは、「ネイチャ

ーゲームの理念、手法、ネットワークを活かした

地域づくり」をされる方であり、地域組織との連

携を前提とした資格であることに変わりありませ

んが、組織の役員でなくても資格を取得すること

はできますので、県内開催のこの機会にぜひご参

加ください。 

また、既にコーディネーター資格をお持ちの方

は、研修講座にぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

日 時 ２０１７年 ３月 １９日（日） 

１３：００ ～ １７：００ 
（養成講座は１８：００まで） 

会 場 国立山口徳地青少年自然の家 

講 師 日本ＳＮ協会代表理事 西澤信雄 

参加費 調整中 

問合せ・申込み 講座担当／村田徳子 

E-mail  ramun@oregano.ocn.ne.jp 

TEL/FAX   0836-55-5631 

 

プログラム（予定） 

12:45 受付開始 

13:00 講座① 研修講座 

17:00 講座② 養成講座 

18:00 終了 

 

 

「第５１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１０

日（月祝）、長門市総合公園を主会場に開催されました。 

当日は少し風が強かったもののとてもよい天気で、チラ

シを見て参加された方はもちろん、イベント開催を知らず

にふらっと遊びに来られた方もたくさんいらっしゃいまし

た。 

全体の広場から少し離れた当協会のネイチャーゲーム体

験コーナーでしたが、約１３０名もの方が立ち寄られ、

「ノーズ」や「カモフラージュ」、「しぜんのだいすきだいじさがし」、「木の鼓動」、「大地の

窓」などを体験してもらうことができました。 

  前日９日（日）、ＫＵＬＡＢＯ大正館にて行われた

（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、ふしの川シェアリングネイチャーの会が

優良団体表彰、吉本礼希氏（錦川シェアリングネイチャー

の会運営委員長）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、山陽小野田市での開催です。最寄りの方はぜひ

ご協力をお願いします。 
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「やまぐち総合スポーツ大会」報告 
 去る１０月２３日（日）、維新年記念公園にてやまぐち

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

が開催されました。 

当日は、曇り空だったものの雨が降ることはなく、どの

コーナーも大変にぎわっていました。 

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、「カモフラージュ」、

「動物カテゴリー」、「いきものさがしゲーム（トランプ

ゲーム）」などを体験してもらうことができました。 

来年は、１０月２９日（日）に開催される予定です。皆さまのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

「第１５回 ホタルの里 湯遊ウォーク」報告 
 去る１１月２０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４ｋｍ（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。 

毎年少しずつ内容を変えるのですが、今年は「カモフラージ

ュ」、「フィールドビンゴ」、「ノーズ」、「音いくつ」、「ネイチャービンゴ（アレンジ）」、

「クラフト」ができるポイントを設置しました。参加された皆さんに少しでも豊田の自然と親しみ

ながら歩いてもらえるようにという思いで計画しています。今年は参加者から、『フィールドビン

ゴは丸を付けるだけで簡単だったし、カードが色付きで楽しくすることができた。』、『毎年、ク

ラフトをするのが楽しみ。』などの感想をいただき、今後の励みになりました。 

来年も１１月第３日曜日に開催されます。年々参加者も増え、大人気の事業ですので、多くのス

タッフの協力が必要となります。皆さまのご協力をよろしくお願いします。 

 
 

＊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

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。 

＊イベント情報は、県ＳＮ協会ホームページ（http://ngyamaguchi.web.fc2.com/）をご覧ください。 

 

～～編編集集後後記記～～      

 今年も大変お世話になりました。数多くの事業 

へのご協力、ご支援をいただき、ありがとうござ 

いました。２０１７年も引き続きよろしくお願い 

いたします。 

２０１７年が皆さまにとってよい年となります 

ようお祈りいたします。     by  zimukyoku 

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/ 


