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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、山陽小野田市において「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（(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、山陽小野田市内ホテル

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 １５日 （日） 

  ７:３０～１６:３０ 

（準備・片づけ含む） 

会  場   山陽小野田市民館 前庭 

    （山陽小野田市栄町９番２５号）  

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   １０月 ４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 １４日（土） 

  会 場   セントラルホテル 

      （山陽小野田市千代町１丁目８－２６） 

  日 程  16:30 ～ 17:00 受付 

       17:00 ～ 17:30 総合開会式 

       17:30 ～ 17:50 表彰式 

       18:00 ～ 20:00 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、 

５，６４０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。 
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やまぐち総合スポーツ大会 スタッフ募集！ 

やまぐちスポーツ交流・元気県づ

くり推進会議主催の「やまぐち総合

スポーツ大会（通称：きらスポ

祭）」が、今年も維新百年記念公園

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 ２９日 （日） 

  ８:３０～１６:３０（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   １０月 ４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 １９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 ６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 

先行情報！今から予定を調整して、ぜひともご参加ください。 

 

 

期 日  ２０１８年 ３月 １７日（土） 

～ １８日（日） 
会  場   江田島青少年交流の家 

   （広島県江田島市江田島町津久茂 1-1-1） 

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 

 

 

（仮題）自然に納得！「天気のミカタセミナー」 

期 日  ２０１８年 ３月 ２４日（土） 

～ ２５日（日） 
会  場・参加費   調整中 

内 容   四季の風物詩、驚きの気象現象、

雲の楽しみ方、気象災害から身を

守るポイントなど 

  ※詳しくは次号およびメーリングリスト、

facebook にてお知らせします。
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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。 

今年の「全国一斉シェアリングネイチャーの日」は１０月１５日ですが、山口県スポーツ・レクリエ

ーションフェスティバルと日程が重なるため、下記の日程で開催します。 

最寄りの会にぜひご参加ください。また、各地域の会、スタッフを募集しておりますので、詳しくは

問い合わせ先にご連絡ください。 

 

＜昨年の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の会名 概 要 問い合わせ先 

宇部の会 

秋のネイチャーゲームの会 

日時：１０月２２日(日)  10:00～15:30 

会場：江汐公園（山陽小野田市） 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

はぎの会 

自然体験（秋） 

日時：１０月２８日(土) 9:30～14:00 

会場：萩セミナーハウス（萩市） 

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：１１月２６日（日）9:00～15:00 

会場：千坊川砂防公園（山口市） 

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２２日(日) 10:00～12:30 

会場：下関園芸センター（下関市） 

石川和之（運営委員長） 

TEL 083-233-1280 

錦川の会 

秋の色をみつけよう 

日時：１０月２２日(日) 10:00～12:30 

会場：紅葉谷公園（岩国市） 

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２２日(日) 10:00～15:00 

会場：周南市西緑地公園万葉の森（周南市） 

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２２日(日)  

会場：維新百年記念公園弓道場横芝広場（山口市） 

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 田布施 

日時：１０月２２日(日) 9:30～12:00 

会場：ふれあい詩情公園（田布施町） 

吉原久美子（運営委員長） 

TEL 090-8245-8738 
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＊ホームページ、facebook でも情報をご覧になれます。  

～～編編集集後後記記～～      

「暑さ寒さも彼岸まで」というお彼岸は、春分・秋 

分の日をさし、昼と夜の長さは同じですが、気温は 

１０℃くらい、秋のお彼岸の方が高いようです。 

春はボタン、秋はハギが咲くころからして・・・。 

あ！「ぼたもち」「おはぎ」が食べたくなってきた！ 

 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 

２３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 

１５日 

（月祝） 

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 

山陽小野田市民館 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

２２日（日） 

～１１月 

２６日（日） 

山口県ネイチャーゲーム大会 

県内８ヶ所 

※詳しくは３ページをご覧

ください。 

各地域の会 

２９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 

５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 

１９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 

２３日 

（木祝） 
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 

２日 

（土） 

初冬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 

１７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 

（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 

１３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 

２７日 

（土） 
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 

２８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/ 


