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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２９年度「総会」 開催 （５月１３日） 
平成２９年度総会を右記のとおり開催いた

します。ご多用な折とは存じますが、万障お

繰り合わせの上、是非ご出席いただき、ご審

議いただきますようお願い申し上げます。 

総会の出欠並びに委任状は、同封のはがき

にて５月８日（月）までにお知らせください。 

全全員員必必ずずハハガガキキのの投投函函ををおお願願いいししまま

すす。。ごご協協力力よよろろししくくおお願願いいししまますす。。 

メールアドレスをお

持ちの方は、必ず記入

していただきますよう

お願い致します。 

 

 

 

 

期 日  ２０１７年 ５月 １３日 （土）  

１３：００～ １４：５０ 
（受付開始１２：３０） 

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   

（山口市徳地船路６６８） 

議  題  １）平成２８年度事業報告 

     ２）平成２８年度会計報告及び監査報告 

     ３）役員改選 

４）平成２９年度事業計画（案） 

         ５）平成２９年度予算（案） 

        ６）その他 

 

安全対策のための「普通救命講習」開催 

私たちの行っているシェアリングネイチャー活動

には、多くの教育的意義と効果があります。一方で、

活動を行う自然環境は多くの危険をはらんでいます。  

どんなに対策を講じても１００％の安全は保証でき

ません。とはいえ、事前に対策を講じることはとて

も大切です。日本協会でも保険制度の見直しや安全

対策指針の作成など安全対策を講じています。 

そこで今回、山口県協会も安全対策として総会後

に「普通救命講習」を開催することにしました。自

然体験活動での安全対策はもちろん、普段の生活の

中での“いざ”という時のために、ぜひ講習にご参

加ください。 

 

 

（詳しくは同封の開催要項をご覧ください） 

期  日   ５５月月  １１３３日日  （（土土））  

１１５５：：００００～～１１８８：：００００   

会  場   国立山口徳地青少年自然の家    

講 師  山口市消防本部 

参加費   無料 

内 容  ○救命に関する基本的な 

応急手当の実技 

○心肺蘇生法、止血法 

及びＡＥＤの取扱い

２０１７年 

Ｎｏ．６４ 
平成 2９年 3月 1５日発行 

発行先：山口県シェアリングネイチャー協会 

発行先：山口県シェアリングネイチャー協会（山口県ＳＮ協会１６20） 

ｐ1. 平成２９年度「総会」開催 

ｐ1．普通救命講習 開催 

ｐ2．フォローアップセミナー 開催 

ｐ2．アースデイ スタッフ募集 

ｐ3．リーダー養成講座 募集開始！・あそびの日キャンペーン 

ｐ4．地域の会紹介・メーリングリストについて 

ｐ5.「お茶っこ広場」寄付について・イベント情報 

ｐ6．イベント情報・編集後記 
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フォローアップセミナー２０１７ 参加者募集 

～ 自分のために、徳地の自然とゆったりふれあってみませんか ～ 

近年全国的に、「ネイチャーゲームリーダーとして活動（指導）しなくなった」、「活動の場がない」

などの理由で退会される方が増えてきています。その流れを受け、日本協会では、自分のためのセルフト

レーニングという視点を持つ新しい考え方の活動を普及し、末永くシェアリングネイチャー活動に関われ

るよう基盤づくりを進めていくことになりました（エクササイズ事業）。まずは、自分のためにフォロー

アップセミナーに参加してみませんか。 
 

 

 

（詳しくは同封の開催要項をご覧ください） 

期  日   ５５月月１１４４日日  （（日日））  ９９：：３３００～～１１６６：：３３００    

（９：００～ 受付） 

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  田中 誉人（兵庫県） 

参加費   ５，５００円（郵便振替） 

※新ネイチャーゲームリーダー 

（会員番号３９１３６以上）の方は、 

１，０００円引き 

認定単位 リーダー研修１回 

 

今回のセミナーの内容は…、 

①新アクティビティ体験と意図開き 

アクティビティの組み立て（フローラーニ 

ング）などの意図開きを行います。 

新アクティビティ体験 

〈森のかくれんぼ〉 カラス 

〈空と大地が私に触れた〉 

〈思い出カード交換会〉 イルカ 

②ネイチャーゲームを深める 

 「自然への気づき」と「自然との一体感」  

のつながりについて考えます。 

その他、指導員同士の交流、情報交換をする  

時間もあります。

＊総会出欠のはがきにセミナー出欠欄がありますので、どちらかに○をつけて返信してください。 

＊総会、またはセミナーに参加される方で、注文したいグッズがある方は、５５//６６（（土土））までに、事務局

/福田までご連絡ください。（はがきの通信欄に書かれても構いません） 

 

「アースデイ」イベント スタッフ募集  
下関市、山口市にて開催される「アースデイ」イベントに、今年も出店予定です！両イベントが同日

開催のため、多くの会員の皆様のご協力が必要となります。今から日程の調整をお願い致します。ご協

力いただける方は、事務局／福田までお知らせください。詳しい内容をお知らせします。 

内 容  ネイチャーゲーム体験教室、ネイチャーゲームグッズの販売等 

参加費  無料。但し、食事代、宿泊代は各自負担。県協会より旅費を支給 

 

★アースデイ関門２０１７ 

期 日  ４４月月  ２２２２日日（（土土））10:00～17:00 実施 

４４月月  ２２３３日日（（日日））10:00～16:00 実施 

場 所  下関市深坂自然の森 

募集人数 ５～１０名程度 

（１日のみの参加でも可） 

募集締切  ４月 １７日（月） 

その他  深坂自然の森 森の家での宿泊が可能

です。（1,000 円/1 泊 要予約） 

★アースデイやまぐち   

期 日  ４４月月  ２２３３日日（（日日））10:00～15:00 実施 

場 所  亀山公園 

募集人数 ５～１０名程度 

募集締切  ４月 １７日（月） 

※物品はある程度県協会で準備す

る予定ですが、実施したいアク

ティビティがあれば、事前にご

相談ください。 
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リーダー養成講座 ２９年度は２回開催！ 

平成２９年度の「ネイチャーゲームリーダー養成講座」は、９月に３日間講座、２月に２日間講座と２

回開催します。最寄りの方へのご案内をよろしくお願いします。 

たっぷりネイチャーゲームを体験したい方、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）」資格も取得したい方、寒い時期は苦手な方に

は９月開催の３日間講座を、短期に資格を取得したい方、少しでも安

い参加費で受講したい方、寒い時期の活動も大丈夫な方には２月開催

の２日間講座をお薦めください。 

また、リーダーの方もフレッシュアップ受講として特別価格でご参

加いただけますので、基本を学び直したい方、たっぷり自然にふれて

みたい方は受講をご検討ください。 

既に募集を開始していますので、日本協会ホームページ 

http://www.naturegame.or.jp/qualification/lf/yamaguchi/または、担当までお申し込みください。 

 

 

（詳しくは同封の募集チラシをご覧ください） 

期  日   ９９月月  １１６６日日（（土土））  １１３３：：３３００～～  

１１８８日日（（月月祝祝））  １１５５：：３３００    

（１６日 １３：００～受付） 

会  場   山山口口県県秋秋吉吉台台青青少少年年自自然然のの家家    

参加費   一般・学生   ２７，０００円 

     ネイチャーゲームリーダー 

１９，０００円 

問合せ・申込み  山口県ＳＮ協会 伊藤絹江 

E-mail  shimonoseki_kinue@hotmail.co.jp 

TEL(携帯)  090-7595-1945 

TEL/FAX   083-233-1417      

 

（詳しくは同封の募集チラシをご覧ください） 

期  日   ２０１８年 

２２月月  １１００日日（（土土））  １１００：：００００～～  

１１１１日日（（日日））  １１７７：：００００    

（１０日 ９：３０～受付） 

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    

参加費   一般・学生   ２０，０００円 

     ネイチャーゲームリーダー 

１４，５００円 

問合せ・申込み  山口県ＳＮ協会 小川浩三 

E-mail  kz71@tuba.ocn.ne.jp 

TEL(携帯)  090-2007-9481     

※ 募集チラシが必要な方は、必要枚数を事務局／福田までご連絡ください。 

 

 

全国一斉「あそびの日」キャンペーン２０１７  

ネイチャーゲームは県内各地で開催予定！ 
 「あそびの日」とは、（公財）日本レクリエーション協会が展開している『あそびやスポーツ、野外

活動、文化活動などのさまざまな活動を通じて、人

と人とのつながりや笑顔を広める取り組み』です。 

 山口県内にある地域の会でもこの取り組みに参加

します。最寄りの会場へぜひ足をお運びください。 

日程は６ページのイベント情報、または県協会ホー

ムページでご確認ください。 
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 地域の会紹介～あなたも地域の会に入りませんか？ 
 それぞれの地域での活動の場として、地域シェアリングネイチャー

の会があります。 

あなたも地域の会に入会しませんか。入会は自由です。また、複数

の地域の会に入会することもできます。 

総会出欠のはがきに地域の会の欄を設けています。お手数ですが、

既に入会されている方は、その会に○を、入会を希望される方は、希

望する地域の会の名前をご記入ください。 

※地域の会についてのお問い合わせは、各会の窓口か、県協会事務局/松田へご連絡ください。 

  

  

山口県協会メーリングリスト登録について 

 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。 

会員全員の登録を目指しておりますので、登録にご理解とご協力ください。 

地域の会名 連絡先 

宇部の会 
村田 徳子（事務局長） 
〒７５５－０８０６ 
宇部市浜田２丁目３－５７ 

ＴＥＬ/ＦＡＸ : ０８３６－５５－５６３１ 
E-mail :  ramun@oregano.ocn.ne.jp 

はぎの会 
久保田 晃生（運営委員長） 
〒７５９－３６１１  
萩市大井３２２５－１ 

ＴＥＬ : ０９０－４８０１－８４９４ 
ＴＥＬ/ＦＡＸ : ０８３８－２８－０７２３ 

ほうふの会 
小川 浩三（運営委員長） 
〒７４７－１２３２ 
防府市台道４２４６ 

ＴＥＬ : ０９０－２００７―９４８１ 
E-mail :  kz3171@ezweb.ne.jp 

下関の会 
石川 和之（運営委員長） 
〒７５０－０００９ 
下関市上田中町２－２２－１７ 

ＴＥＬ : ０８３－２３３－１２８０ 
ＦＡＸ : ０８３－２３３－１７８９ 
E-mail :  k-i1661@abeam.ocn.ne.jp 

錦川の会 
田中 時子（事務局長） 
〒７４０－１２２５ 
岩国市美和町渋前６４５－４ 

ＴＥＬ/ＦＡＸ : ０８２７－９６－１３７５ 
E-mail :  nql16354@nifty.com 

周南の会 
前田 日出夫（事務局長） 
〒７４５－０８３４ 
周南市清水町７－１９ 

ＴＥＬ/ＦＡＸ : ０８３４－３２－１３１９ 
E-mail : hideo3@ccsnet.ne.jp 

ふしの川の会 

吉野 信朗（運営委員長） 
〒７５４－００３２ 
山口市小郡みらい町１－７－１ 
山口芸術短期大学内  

ＴＥＬ : ０８３－９７２－２８８０ 
ＦＡＸ : ０８３－９７２－４１４５ 
E-mail :  yoshino@yamaguchi-jca.ac.jp 

サザン瀬戸の会 
吉原 久美子（運営委員長） 
〒７４２－１１０６ 
熊毛郡平生町大野南７９２ 

ＴＥＬ : ０８２０－５６－２５１４ 
E-mail :  kumiko-sutyan0927@joy.ocn.ne.jp 
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「お茶っこ広場」 寄付 お礼とお願い 

２８年度は年度明けて早々、熊本県で大きな地震があり、人命、建物の損壊など大きな被害があ

りました。山口県でも震度４の揺れがあり、記憶に新しいところと思います。一方、東北は、２０

１１年の震災から６年が経過しましたが、まだまだ復興の最中です。日本シェアリングネイチャー

協会では、岩手県、宮城県、熊本県の仲間が復興に向けて「お茶っこ広場（シェアリングネイチャ

ーカフェ）」を定期的に開催しています。 

山口県からはなかなか現地へ赴くことはできませんが、皆様の温かいご

支援のおかげで、今年度も何度か山口県銘菓を届けることができました。

誠にありがとうございました。 

今後も皆様のご協力のもと“山口の銘菓を送る”という支援を続けて

いきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。 

１口 ５００円    ※振込みでも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 

 ※平成２８年度お茶っこ広場決算は、次回６月号（No.65）にて報告させていただきます。 

 

 

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 

 

３

月 

１８日 

～１９日 

（土日） 

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 

【県協会大会担当】 

村田徳子（理事） 

TEL/FAX0836-55-5631 

１９日 

（日） 

ネイチャーゲーム 

コーディネーター研修・養成講座 

国立山口徳地 

青少年自然の家 

【県協会講座担当】 

村田徳子（理事） 

TEL/FAX0836-55-5631 

２４日 

～２７日 

（金～月） 

自主企画セミナー 

韓国シェアリングネイチャー 

ツアー  

下関港～釜山 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

 

４

月 

５日 

（水） 
宇部ＳＮの会総会 宇部市勤労青少年会館 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX 0836-55-5631 

８日 

（土） 
春の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/FAX 0836-55-5631 

２２日 

～２３日 

（土日） 

参加事業 

「アースデイ関門 2017」 
深坂自然の森 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

２３日 

（日） 

参加事業 

「アースデイやまぐち 2017」 
亀山公園 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 
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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 

４

月 

２９日 

（土） 

全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟー ﾝ参加事業 

みどりを楽しむ 

ネイチャーゲームの会（予定） 
霜降山男山駐車場 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX 0836-55-5631 

 

５

月 

１３日 

（土） 

平成２９年度 

県協会理事会・総会 

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 

FAX 0836-65-4214 

１３日 

（土） 
普通救命講習 

国立山口徳地 

青少年自然の家 

１４日 

（日） 
フォローアップセミナー2017 

国立山口徳地 

青少年自然の家 

２１日 

（日） 

全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟー ﾝ参加事業 

海のネイチャーゲームの会 

（予定） 
キワ・ラ・ビーチ 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX 0836-55-5631 

下旬 

全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟー ﾝ参加事業 

自然とふれあう 

ネイチャーゲーム大会 
調整中 

【ふしの川の会】 

吉野信朗（運営委員長） 

TEL 083-972-2880 

 

６

月 

４日 

（日） 

全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟー ﾝ参加事業 

初夏のネイチャーゲーム 
ハートランドひらおスポーツ

レクリエーション公園 

【サザン瀬戸の会】 

吉原久美子（運営委員長） 

TEL 090-8245-8738 

１０日 

（土） 

全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟー ﾝ参加事業 

初夏のつどい ～海～ しおかぜ公園 

【錦川の会】 

田中時子（事務局長） 

TEL/FAX 0827-96-1375 

１１日 

（日） 

全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟー ﾝ参加事業 

農業に親しむ 

ネイチャーゲームの会（予定） 

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/FAX 0836-55-5631 

２５日 

（日） 

雨のネイチャーゲームの会 

（予定） 
二俣瀬ビオトープ 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX 0836-55-5631 

２５日 

（日） 

梅雨のネイチャーゲーム 

in周南 2017（予定） 

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 

９

月 

１６日 

～１８日 

（土～月祝） 

ネイチャーゲームリーダー 

養成講座 【３日間講座】 

山口県秋吉台 

青少年自然の家 

【県協会講座担当】 

伊藤絹江（担当理事） 

TEL/FAX 083-233-1417 

＊山口県ネイチャーゲーム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/yamaguchi6ibento.htm） 

～～編編集集後後記記～～     

 白梅の香りが際立ってきて、傍らの小川のせせらぎが柔らかく春の音を奏でています。そばの小さな

水たまりには、小さな生命が無数にうごめい 

ています。頭は丸く、かわいい尻尾をくねら 

せながら、元気いっぱい動いています。こう 

して春はいつもやって来ます。 

                 by yosaku 

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/ 
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