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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！ 

 参加者募集 

今年度２回目の養成講座です。山口県では初

の２日間講座です。３日間の講座の受講が難し

い方へおすすめです。 

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/ya

maguchi/ 

または、担当までお申し込みください。 

 

※ 募集チラシ（同封のチラシ）は、県協会ホ

ームページからダウンロードできます。 

 

 

 

期  日   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

  

 

山口県ＳＮ協会 『新年会』 開催！ 

２０１７年の県協会は、３月に、初めてホスト県として「ネイチャーゲーム中国四国地区大会」を開

催し、同じく３月に自主企画セミナーで初の海外研修「韓国シェアリングネイチャーツアー」を開催し

ました。年度明け、５月のフォローアップセミナーでは、例年２日間講座で実施していたセミナーを初

の１日講座とし、前日には自主研修として「“いざ”という時の普通救命講習」を開催しました。９月

には、ネイチャーゲームセミナー、ネイチャーゲームリーダー養成講座を開催しました。リーダー養成

講座は台風の中での開催でしたが、台風一過、きれいな虹を見ることができました。・・・皆様のご支

援のおかげで無事に終わった２０１７年。２０１８年も実り多き年となるように、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！ （詳細は次ページ） 

２０１８年 

Ｎｏ．６７ 
平成３０年１月１０日発行 

発行先：山口県シェアリングネイチャー協会 

発行元：山口県シェアリングネイチャー協会（山口県ＳＮ協会１７１４） 

ｐ1．リーダー養成講座開催！参加者募集 

ｐ1．山口県ＳＮ協会『新年会』開催！ 

ｐ2．自主企画セミナー参加者募集  

ｐ2．ネイチャーゲーム中国四国地区大会開催 

ｐ3．山口県スポ・レクフェスティバル報告 

ｐ3．やまぐち総合スポーツ大会報告 

ｐ4．山口県ネイチャーゲーム大会報告 

ｐ5．第 16回 ホタルの里 湯遊ウォーク報告 

ｐ5．お茶っこ広場寄付のお願い 

ｐ6．イベント情報・編集後記 
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日 時 １月 １３日（土） １９：００～２１：００ 

会 場 豊丸水産徳山駅前店 

参加費 ４，０００円 

申込み 担当/前田までご連絡ください。 

    E-mail  hideo3@ccsnet.ne.jp 

TEL(携帯)  080-3870-8300 

※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。 

 

 

＜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、 

１８：４２着（山陽本線 岩国行） 

２１：２２発（山陽本線 下関行） 

２１：５９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） 

１８：４７着（山陽本線 下関行） 

２１：２１発（山陽本線 岩国行） 

２２：１６発（岩徳線 岩国行） 

 

※宿泊を希望される方は、事務局/福田までご

相談ください。

 

自然に納得！「天気のミカタ」セミナー  

                 参加者募集！ 
 

今年度の自主企画セミナーは、ＫＲＹ山口放

送 気象予報士の山本昇治さんから、四季の風

物詩、驚きの気象現象、雲の楽しみ方、そして

気象災害から身を守るポイントまで幅広く学び

ます！ 

午後からは、季節を感じるネイチャーゲーム

を楽しみながら、みんなで自然とふれあいま

す！ 

例年、宿泊型の講座ですが、今回はワンデイ

講座で参加しやすくなっています。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） 

 

日 時 ３月 ２４日（土） １０：００～１６：００ 

会 場 山口県セミナーパーク 研修室２０４ 

参加費 一般 無料 

    ＮＧ指導員 １，０００円（単位認定料） 

※山本昇治さん著書「天気のミカタ」を注文され

る方は、別途１，２００円が必要です。 

問合せ・申込み  事務局／福田 

E-mail  k-nirusu@c-able.ne.jp 

TEL   090-3744-6678 

 

 

ネイチャーゲーム中国四国地区大会に 

                   参加しよう！ 
 昨年度は山口県で開催した中国四国地区大会ですが、今年度は広島県で開催されます。お隣の県です

ので、参加してみませんか。 

 

 

日 時 ３月 １７日（土） １３：３０～ 

３月 １８日（日） １２：００ １泊２日 

会 場 国立江田島青少年交流の家（広島県） 

参加費 ３，０００円 

申込み 広島県ＳＮ協会 佐藤正信 

        E-mail sato-sr@mx41.tiki.ne.jp 

    TEL  084-948-0262 
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「第５２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フェスティバル スポレク広場が、

１０月１５日（日）、山陽小野田市民館、山陽小野田市民

体育館で開催されました。 

当日はあいにくの雨で、急遽会場を変更しての開催とな

りました。市民館入口に設置したネイチャーゲーム体験コ

ーナーでは、「ノーズ」や「動物カテゴリー」、「カモフ

ラージュ」のほか、木の実を使って神経衰弱や、動物クイ

ズなどを実施しました。約９０名の方に立ち寄っていただ

きました。 

  前日１４日（土）、セントラルホテルにて行われた（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、サザン瀬戸シェアリングネイチャーの会が優良団体表

彰、大原典子氏（ふしの川シェアリングネイチャーの会副運営

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、柳井市での開催です。最寄りの方はぜひご協力をお

願いします。 

 

 

 

「やまぐち総合スポーツ大会」報告 
 去る１０月２９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、朝から雨が降っていたため、スポレク広場の種目は、文化スポーツセンター内に場所を

変えての実施となりました。ネイチャーゲーム体験コーナーでは、「動物カテゴリー」や生きもの

パズルなどを体験してもらいました。本物の自然にふれてもらうことができなくて少し残念でした

が、家族連れの方やスポーツ少年団の子どもたちなど約７０名の方に立ち寄っていただき、ネイチ

ャーゲーム知ってもらうことができました。 
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「山口県ネイチャーゲーム大会」報告 

去る１０月１５日は「全国一斉シェアリングネイチャーの日」でした。例年、この日に合わせて「山

口県ネイチャーゲーム大会」を行うのですが、今回は、山口県スポーツ・レクリエーションフェスティ

バルと日にちが重なったため、１０月２２日を基準日にし、県内各地で標記大会を開催しました。 

 

 

＜はぎの会＞ 

期日：2017年 10月28日（土） 

会場：萩セミナーハウス 

参加者：13名  スタッフ数：5名 

内容：「音いくつ」「フクロウとカラス」「動物紳士録」 

「森の色合わせ」など 

 

＜ほうふの会＞ 

期日：2017年 11月26日（日） 

会場：千坊川砂防公園 

参加者：12名  スタッフ数：2名 

内容：「動物あてゲーム」「葉っぱコレクション」「目かくしイモ

虫」「フォールドポエム」 

 

＜下関の会＞ 

期日：2017年 10月22日（日） 

会場：下関園芸センター 

参加者：20名  スタッフ数：5名 

内容：「目かくしイモ虫」「動物ヒントリレー」「動物発見ラリ

ー」「ごちそうはどこだ」 

 

＜錦川の会＞ 

期日：2017年 10月28日（土） 

会場：吉香公園 

参加者：11名  スタッフ数：2名 

内容：「色いくつ」「見つけて！森のおみやげ」「森の美術館」 

 

＜周南の会＞ 

期日：2017年 10月22日（日） 

会場：周南市西緑地公園 

参加者：18名  スタッフ数：5名 

内容：「私は誰でしょう」「動物交差点」「ノアの箱舟」 

「動物質問室」など 

 

 ＜ふしの川の会＞ 

期日：2017年 10月22日（日） 

会場：  

参加者：15名  スタッフ数：4名 

内容：「ノーズ」「私は誰でしょう」「コウモリとガ」「フィール

ドパターン」 

宇部の会、サザン瀬戸の会は、台風のため中止しました。 
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「第１６回 ホタルの里 湯遊ウォーク」報告 

 去る１１月１９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、今年は約９０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」、「同じものを見つけよう」、「ノーズ」、

「フィールドビンゴ」、「フィールドパターン」、「ク

ラフト」「美の小道」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。今年からコースが逆回りコースになり、前半

が上り坂になったので楽しんでいただけるか懸念しておりましたが、『ネイチャーゲームで楽しく

歩くことができました。』という嬉しい感想をいただきました。 

今年も１１月第３日曜日に開催される予定です。毎年、恒例の事業で、大人気の事業となってお

ります。多くのスタッフの協力が必要となりますので、皆さまのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

「お茶っこ広場」 寄付のお願い 

２０１１年に発生した東日本大震災からもうすぐ７年が経ちます。また、２０１６年には熊本県

で大きな地震があり、山口県でも大きな揺れがありました。他にも、毎年のように水害などの自然

災害が報じられ、本当に現実に起きていることなのかと目を疑うほどです。そんな被災地に少しで

も心が寄せられればと思います。 

東日本の震災後、すぐに始まった「お茶っこ広場」は、昨年１０月に宮城

県会場が終了し、岩手県会場もこの３月に終了します。とはいえ、決して復

興が終了したわけではなく、まだまだ復興途中です。残り少ない岩手県会場、

そしてまだまだ継続中の熊本県会場「シェアリングネイチャーカフェこび

る」に、引き続き“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 

 
※個人で送ることもできます。 

岩手県会場：〒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      TEL 090-6600-2113 （３月まで） 

  熊本県会場：〒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  TEL  070-4710-5600 
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＊イベント情報は、県ＳＮ協会ホームページ（http://ngyamaguchi.web.fc2.com/）、または facebook

をご覧ください。 

 

～～編編集集後後記記～～      

 広報発行予定が大幅にずれまして申し訳ありません。「よいお年を！」の予定で終える編集後記が、 

「本年もよろしく！」になってしまいました。皆様におかれましては、健やかに新年を迎えられたこと

とお喜び申し上げます。 

このお正月は、ずっと自宅周りの草刈りや庭の手

入れに追われておりました。おかげさまで、いい１

年の幕開けとなりました。 

本年もどうぞよろしくお願いします。 

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 

 

１３日 

（土） 

山口県シェアリングネイチャー 

協会 新年会 
豊丸水産徳山駅前店 

【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 

２ 

月 

１８日 

（日） 

野鳥と親しむ 

ネイチャーゲームの会 
江汐公園 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

１０日 

～１１日 

（土日） 

ネイチャーゲームリーダー 

養成講座【２日間講座】 

国立山口徳地 

青少年自然の家 

【県協会】 

小川浩三（講座担当） 

TEL 090-2007-9481 

２５日 

（日） 
第３回理事会 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 

月 

１１日 

（日） 
里山ネイチャーゲーム大会 二俣瀬ビオトープ 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

２４日 

（土） 

自主企画セミナー 

自然に納得！ 

「天気のミカタ」セミナー  

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 

５ 

月 

１２日 

（土） 

平成３０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 

１２日 

～１３日 

（土日） 

フォローアップセミナー2018 
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 

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/ 


