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総会＆普通救命講習＆ 

フォローアップセミナー２０１７報告 

総会報告 
５月１３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、１５名

（総会成立宣言時）でした。 

昨年度は、久しぶりのネイチャーゲームセミナ

ー（入門講座）開催や、中国四国地区大会および

コーディネーター研修・養成講座の引き受け、自

主企画セミナーで初の海外研修と盛りだくさんの

事業を展開し、無事に終了できたことを皆さんに

報告しました。 

今年度は、リーダー養成講座を３日間講座と２

日間講座の２回行うことや、昨年に引き続きネイ

チャーゲームセミナーを開催することを説明し、

承認されました。詳しくは、総会議案書および議

事録をご覧ください。 

 

普通救命講習報告 
５月１３日（土）、総会終了後、山口市消防本部

の消防士さんにお越しいただき、県協会主催では

久しぶりの普通救命講習を行いました。 

 今年度から日本シェアリングネイチャー協会で

も安全対策指針が示され、指導員は「救急スキル

を習得すること」が求められるようになりました。 

 以前に普通救命講習を受講したことがある方か

らも、以前とやり方が変わっているところもあっ

たので、今回、じっくりと学べてよかったという

感想がありました。また、今後も開催してほしい

という意見もありました。 

参加者は、１２名でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォローアップセミナー報告 
５月１４日（日）、フォローアップセミナーを

開催しました。今年度は初の試みで、１日のみの

開催としました。 

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田中誉人（タカ）さんで、

「呼吸数えのメディテーション」や「森林浴のエ

クササイズ」などのエクササイズを織り交ぜたプ

ログラムで、ゆったりと自然に親しむことができ

ました。 

また、講義では、安全対策としてファーストエ

イドのキットを持つことで、何かしようとするた

めの第一歩が出せるとの話がありました。前日か

らの普通救命講習と合わせてしっかりと安全対策

の意識を高めることができました。 

参加者は１４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」 

＜アクティビティ＞ 

◇呼吸数えのメディテーション 

◇森のかくれんぼ 

◇フィールドビンゴ（手ざわりビンゴ） 

◇森林浴のエクササイズ 

◇白いキャンパス（切り株バージョン） 

◇空と大地が私に触れた 

◇感覚の輪 

◇思い出カード交換会 
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研修レポート 

韓国シェアリングネイチャーツアーに参加して 
防府市 小川 浩三 

「韓国第２の都市で、こんな身近に野生動物と出会うとは・・・」  

今年３月に参加した『韓国シェアリングネイチャーツアー』は、このような印象が残るセミナーとなり

ました。 

２日間の全日程を過ごした釜山市は、入り組んだ

海岸線まで山が迫るほど起伏の大きい地形に、多く

の高層ビルが建ち並ぶ人口３４５万人の都市。この

大都市の郊外で、このツアーのプログラムをコーデ

ィネートされたチャンさんと市立エコセンター職員

のパクさんのご案内の下、数種の野生動物に出会い

ました。 

 まず私たちを迎えてくれたのは、カササギ。白と

黒の羽毛をもつこの韓国の国鳥が街路樹を元気に飛

び交っていました。次に、標高８０１ｍの金井山

（クムジョンサン）のトレッキングコースで出会っ

たキツツキとリス。とりわけ、私たちが見ても気に

せずに懸命に幹を突くキツツキには感激でした。 

また、コース脇の水溜りで発見したサンショウウオの仲間の生物の大きな卵も、何気なくそこにあった

のです。最後の洛東江河口の中洲の自然探訪では、シカの仲間の野生動物に何度も出会い、夜間に近くの

河岸で定点撮影した動画で、確かにカワウソが出没しているのを確認しました。 

 「こんな身近に・・・」と、本当に驚きと感激の連続でした。 

もう一つ驚いたのは、先の金井山のトレッキングですれ違った地元の釜山の人たちは、このような野生

動物の前でも当たり前のように素通りされるのです。さすがこのユーラシア大陸で大らかに育んだ自然と

人々だと改めて気づかされたツアーとなりました。 

この企画に関わられた県協会事務局と韓国のチャンさん、パクさんに感謝！そして日韓交流に万歳！ 
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中国四国地区大会＆Ｃｏ研修・養成講座報告 
３月１８日（土）～１９日（日）、国立山口徳地青少年自然の

家にて開催しました。例年１月開催のところを３月開催にしたと

いうこともあり、例年よりも参加者数が少ない２８名（+子ども

２名）でしたが、中国四国地区の方とはもちろん、それ以外の地

区の方とも交流することができました。 

１日目、最初のプログラムは、松田さんによるアクティビティ

体験。久しぶりに体験する「アニマルウォーク」や「動物の弁護

士」など、参加者から好評でした。２日目のワークショップでは、

住吉さん（広島県）の「広島県おやこ自然体験活動プログラム開

発事業」と松田さんの「動物の糞調査」のグループに分かれてそれぞれ体験をしました。 

どのプログラムも参加者の皆さんに喜んでいただけたので、主管した県協会としてもホッとしました。

次年度は他県での開催予定です。決まり次第、ご案内いたします。 

引き続き、午後からコーディネーター研修・養成講座を開催しました。参加者は、研修２０名、養成

６名でした。 

 

 

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、熊本県へ“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」（熊本県宛は

「シェアリングネイチャーカフェこびる」）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 

熊本県  〒867-0034 熊本県水俣市袋８－１９－４ 熊本県シェアリングネイチャー協会 

小里 アリサ 様 宛    

※平成２８年度の決算報告は、総会議案書をご覧ください。 

 

②【Facebook始めました】 

 多くの方に山口県ＳＮ協会、および地域ＳＮの会の活動を知ってもらうため、

Facebook を開設しました。フォロワー数が一定数に達しないとユーザーネーム

（Facebook のアドレス）が作れないため、アドレスをお示しできませんが、「山

口県シェアリングネイチャー協会」で検索してみてください。 

 まだまだ手探りでの運営ですので、ご意見等がありましたらご連絡ください。 
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～～編編集集後後記記～～      

梅雨だというのに雨が降らないので、汗だくになって植えものに水やりをしています。どこからとな

くツチガエルがやってきて、湿った地面に正気 

を見いだしています。生き物たちも、雨が待ち 

遠しいようですね。by yosaku   

＊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 

２５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 

２５日 

（日） 

梅雨のネイチャーゲーム 

ｉｎ周南２０１７   

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 

 

７

月 

１５日 

～１６日 

（土日） 

わくわく歴史探訪サマーキャンプ 長谷交流館 

【錦川の会】 

田中時子（事務局長） 

TEL/FAX 0827-96-1375 

１６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 

３０日 

（日） 
夏のネイチャーゲーム大会 長府関見台公園 

【下関の会】 

石川和之（運営委員長） 

TEL 083-233-1280 

８

月 

６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 

 

９

月 

３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 

３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日 

（土） 

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 

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】 

伊藤絹江（講座担当） 

TEL 090-7595-1945 

２３日 

（土祝） 

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 

１５日 

（日） 

協力事業 

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 

小野田運動広場 

【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/ 


