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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  
 

  
 

 

ネイチャーゲームリーダー養成講座開催！ 

 参加者 ＆ スタッフ募集 

前号の会報でもお知らせしましたが、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。 

お申し込みは、日本協会ホームページ http://www.naturegame.or.jp/qualification/lf/yamaguchi/ 

または、各担当までお申し込みください。 

 

 

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    

講 師  浦田 美砂（長崎県） 

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      

 

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    

講 師  阿部 利也（兵庫県） 

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     

※ 募集チラシは、県協会ホームページからダウンロードできます。（次ページ参照） 

 

 

 

概 要  会場設営及び片づけ、受付・湯茶・教材販売等の各業務 

費 用  懇親会費（９月講座 １，０００円、２月講座 ５００円） 

条 件  講座当日参加可能な方（全日程参加可能な方優先） 

募集人数 ３～５名（先着順） 

申込締切 ９月講座：８月 ３０日（水） 

     ２月講座：１月 ２４日（水） 

申込先  県協会事務局／福田 

２０１７年 

Ｎｏ．６５ 
平成２９年６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１７０４） 

ｐ1. ネイチャーゲームリーダー養成講座開催 

ｐ2．ネイチャーゲームリーダー養成講座募集チラシ 

ｐ3．ＮＧセミナー開催、体験ブーススタッフ募集 

ｐ4．ｐ3.続き アースデイ（関門・山口）イベント報告 

ｐ5. 総会＆普通救命講習＆ＦＳ報告 

ｐ6. 研修レポート 

ｐ7. 中四国大会等報告、事務局からのお知らせ 

ｐ8．イベント情報・編集後記 



 

 

２０１７年度   ネイチャーゲームリーダー養成講座 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募  集：ネイチャーゲームに関心のある18歳以上の方 30名 先着順にて受付  

内  容：講義 室内でネイチャーゲーム概論や理念など4.5時間程度～ 

     実習 室内や野外でネイチャーゲームアクティビティの体験実習、指導実習 

主  催：山口県シェアリングネイチャー協会・公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会（共催） 

後  援：山口県 一般社団法人山口県レクリエーション協会 

講  師：公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会公認ネイチャーゲームトレーナー 

取得資格：最終日の検定に合格し、指導員として登録された方は「公認ネイチャーゲームリーダー」の資格が取得できます。 

備  考：シェアリングネイチャー協会保険の対象講座です。 

 

参加をご希望の方はお名前、ご住所、電話番号をお知らせください。参加要項をお送りします。 
下記のネイチャーゲーム公式ホームページに申込みフォームも用意していますので、ぜひご利用ください

（講座内容についてもご案内しています）。皆様のご参加をお待ちしております。 
 
 

 
ネイチャーゲームリーダー養成講座とは 
●内閣府所管、公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会 
 （旧 日本ネイチャーゲーム協会）公認の指導員養成講座です 
●ネイチャーゲームの体験及び基本的な理念を学びます 
●ネイチャーゲームリーダーの資格が取得できます 
●この講座は環境教育等促進法の人材認定等事業の登録事業です 
 

講座の内容 
●体験実習・指導実習 
＜体験できる主なアクティビティ＞ 
はじめまして・動物交差点・カメラゲーム・フィールドビンゴ・ 
カモフラージュ・音いくつ・サウンドマップなど 

●講義 
ネイチャーゲーム概論・ネイチャーゲームリーダーとは 
ネイチャーゲーム実践法・ネイチャーゲーム指導員制度など 

●検定 
受講態度と最終日に実施する 30 分の筆記試験 

ネイチャーゲームリーダーに登録すると… 
検定に合格しネイチャーゲームリーダーに登録すると、実践に役立つ
ネイチャーゲームを60アクティビティ収録した
ハンドブックをお持ち帰りいただけます。ま
た、会報や指導員のための情報のご提供や各
セミナーの開催、グッズ等の会員向けセール
などさまざまなサービスが受けられます。 
 

お知らせ 
ネイチャーゲームリーダー養成講座は年間を通して全国で開催さ
れており、３日間で行う会場と２日間で行う会場があります。季節
や参加者数、フィールドおよび開催日程によって、体験するアクテ
ィビティや、その数に違いがありますが、基本的な内容はどの会場
でもほぼ同じです。 
なお美祢市会場【3日間講座】では、ネイチャーゲームリーダー登
録者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
ーダーの資格を取得できます。（*申請中） 

(公社)日本シェアリングネイチャー協会 http://www.naturegame.or.jp （ネイチャーゲームで検索！） 

 

ほら、あなたも自然案内人 
いま、はじまる 

自然に寄りそう生き方 

【日 程】2017年 9月 16日(土)13:30 ～ 

 9月 18日(月祝)15:30（2泊3日） 

【場 所】山口県秋吉台青少年自然の家 

〒754-0302 美祢市美東町赤2128-17 

TEL 08396-2-0581 

【参加費】一般・学生27,000円  

日本シェアリングネイチャー協会会員26,000円 

ネイチャーゲームリーダー（フレッシュアップ受講）19,000円 

（宿泊費・食費・講習費・教材費・副読本代 

含む） 

【締切り】2017年 9月 9日（土） 

【申込先】山口県シェアリングネイチャー協会 

伊藤 絹江（いとう） 

TEL 090-7595-1945 

FAX 083-233-1417 

メール  shimonoseki_kinue@hotmail.co.jp 

 

【日 程】2018年 2月 10日(土)10:00 ～ 

      2月 11日(日)17:00（1泊2日） 

【場 所】国立山口徳地青少年自然の家 

〒747-0342 山口市徳地船路668 

TEL 0835-56-0111 

【参加費】一般・学生20,000円   

ネイチャーゲームリーダー（フレッシュアップ受講）14,500円 

（宿泊費・食費・講習費・教材費・副読本代 

含む） 

【締切り】2018年 2月 3日（土） 

【申込先】山口県シェアリングネイチャー協会 

小川 浩三（おがわ） 

TEL 090-2007-9481 

メール kz71@tuba.ocn.ne.jp 

 
※指導員として登録される方は参加費の他に、ハンドブ
ックと指導員報代 4,120円と、入会金、リーダー登録
費、普通会員費として 6,360円の合計 10,480 円が別
途必要になります（後日口座振替）。 

たっぷりネイチャーゲームを体験したい方、 

自然体験活動リーダー(NEAL)資格も取得したい方、 

寒い時期が苦手な方、雪道が心配な方 はこちら 

休みが取りづらく短期で資格を取得したい方、 

参加費の出費を抑えたい方、 

寒い時期の活動も大丈夫な方 はこちら 

全国体験活動指導者認定委員会  

自然体験活動リーダー（NEAL リーダー）養成講座 
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ネイチャーゲームセミナー 参加者募集 

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   ９９月月  ３３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 

 

 

ネイチャーゲーム体験ブース等 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、

今から調整をお願いします。ご協力いただける方は事務局までお知らせください。 

 

 

事 業 名  第５２回山口県スポーツ・レクリエーションフェスティバル 自然体験広場 

＜（一社）山口県レクリエーション協会主催＞ 

期   日   １１００月月  １１５５日日  （（日日）） 

会   場  小小野野田田運運動動広広場場 予定  

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 

申込締切   ９月 ２７日（水） 

そ の 他  県協会より旅費を支給 

※前日、１０月１４日（土）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。 

 

 

 

事 業 名  やまぐち総合スポーツ大会（通称：きらスポ祭） スポレク広場 

＜やまぐちスポーツ交流・元気県づくり推進会議主催＞ 

期   日   １１００月月  ２２９９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 

ゲームのプログラムを実施 

申込締切   １０月 １１日（水） 

そ の 他  県協会より旅費を支給 

 

2016.10.10 昨年（長門市）の様子 

2016.10.23 昨年の様子 
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事 業 名  ホタルの里 湯遊ウォーク 

＜ホタルの里湯遊ウォーク実行委員会主催＞ 

期   日   １１１１月月  １１９９日日  （（日日）） 

会   場  豊豊田田農農業業公公園園「「みみののりりのの丘丘」」    

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。 

申込締切   １１月 １日（水） 

そ の 他  県協会より旅費を支給 

 

 

 

 

「アースデイ（関門・やまぐち）」イベント報告  

 アースデイ関門２０１７ 

２日間ともとてもよいお天気で、たくさんの方

に立ち寄っていただきました。 

小さいお子さんたちには積み木や動物カードで

遊んでもらい、年長さんや小学生、大人の方には、

「ノーズ」や「動物カテゴリー」、「カモフラー

ジュ」などを体験してもらいました。 

その他、日本協会で販売している「カタルタ」

を使ったお話し作りは、意外にも小さいお子さん

に好評でした。 

実施日 ４月２２日（土）、２３日（日） 参加者数 のべ約４００名  スタッフ数 のべ１０名 
 
 

 

アースデイやまぐち２０１７   

 今年は天気がよかったのと、スタッフが多かっ

たおかげで、のんびりとネイチャーゲームを実施

することができました。 

 偶然、小さいお子さんを連れて公園にお散歩に

来られたという方も多く、休憩がてら積み木など

で遊んでもらいました。 

「カモフラージュ」は、２コース作りましたが、

常にどちらかのコースは誰かが体験しているとい

う状態で盛況でした。  

実施日 ４月２３日（日）  参加者数 のべ約１５０名  スタッフ数 ６名 

 


