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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 

今年度もリーダー養成講座を２回開催します。第１弾は、夏休みを利用して参加できるように、お盆の

時期に開催します。 

全国的に３日間講座は少なくなってきていますが、３日間講座の特典は、何と言っても①アクティビテ

ィがたくさん体験できる、②参加者同士・講師・スタッフと多く交流ができる、③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）」資格が同時に取得できる、といった２日間講

座とは違った良さがあります。既にリーダー資格をお持ちの方も、フレッシュアップ受講で参加すること

ができますので、ぜひ最寄りの方と一緒にご参加ください。

 

 

期  日   ８８月月  １１００日日（（金金））  １１３３：：３３００～～ 

１１２２日日（（日日））  １１５５：：３３００ 

（受付１０日 １３：００～） 

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   一般・学生   ２８，０００円 

ネイチャーゲームリーダー２０，０００円 

申込み・問い合わせ先 

講座担当：福田 和子 

ＴＥＬ  ０９０－３７４４－６６７８ 

Ｅメール ｋ－ｎｉｒｕｓｕ＠ｃ－ａｂｌｅ．ｎｅ．ｊｐ 

 

 

 

概 要  会場設営及び片づけ 

受付・湯茶・教材販売等の業務 

費 用  懇親会費１，０００円 

条 件  講座当日参加可能な方 

（３日間参加可能な方優先） 

募集人数 ３～５名（先着順） 

申込締切 ７月 ３０日（月） 

申込先  県協会事務局／福田 

 

※募集チラシが必要な方は、事務局までご連絡く

ださい。 
 

 

 

２０１８年 

Ｎｏ．６９ 
平成３０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１８０４） 

ｐ1. ネイチャーゲームリーダー養成講座開催 

ｐ2．体験ブーススタッフ募集 

ｐ3．アースデイ イベント報告、総会報告 

 

ｐ4．フォローアップセミナー報告、安全対策セミナー案内 

ｐ5. 事務局からのお知らせ 

ｐ6. イベント情報・編集後記 
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ネイチャーゲーム体験ブース等 スタッフ募集 

まだ少し先の事業ですが、下記のイベントにてスタッフを各１０名程度募集しますので、今から調整

をお願いします。今年は、秋に開催される「山口ゆめ花博」の関係でイベントが多くなっています。た

くさんの方のご協力をお願いいたします。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５３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・会場 ①１１００月月      ８８日日  （（月月祝祝））  柳柳井井ウウェェルルネネススパパーークク 

②１１００月月  ２２１１日日  （（日日））      ととききわわ公公園園 

   ③１１１１月月      ４４日日  （（日日））      山山口口ききらららら博博記記念念公公園園 

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   開催日の２週間前 

そ の 他  県協会より旅費・弁当を支給 

※前日、１０月 ７（日）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  第３５回全国都市緑化やまぐちフェア（通称：山口ゆめ花博） スポレク広場 

＜山口県・山口市・公益財団法人都市緑化機構主催＞ 

期   日   ９月 １４日（日）～１１月 ４日（日）の期間中 数日 

      実施日が決まり次第、メーリングリストにてお知らせします。 

会   場  山口きらら博記念公園    

内  容 （一社）山口県レクリエーション協会が担当するスポレク 

広場において、ネイチャーゲームのプログラムを実施 

そ の 他  県協会より旅費・弁当を支給 

 

 

 

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  １１８８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   １０月 ３１日（水） 

そ の 他  県協会より旅費を支給、主催者より昼食を支給 

 

2017.10.15 昨年の様子 
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「アースデイ（関門・やまぐち）」イベント報告  
 

アースデイやまぐち２０１８   

 前日までの大雨で開催が心配されましたが、当日

は曇りのち晴れの天気で、体験ブースを開くことが

できました。 

小さなお子さん連れのご家族が多く、積み木や動

物さがしゲーム、動物カードを使って遊んでもらい

ました。 

例年より参加者数は少なかったですが、周りのお

店の見学もでき、他の環境団体の方ともお話するこ

とができました。 

実施日 ４月１５日（日）  参加者数 のべ約３０名  スタッフ数 ５名 

 

 アースデイ関門２０１８ 

風が少し強かったものの、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さ

がしゲームで遊んでもらったり、植物の種を使っ

た神経衰弱で遊んでもらいました。小学生以上の

方には、「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。 

空いた時間には、スタッフ間で生きもの俳句カ

ルタなどをして楽しく過ごすことができました。 

実施日 ４月２１日（土）、２２日（日） 参加者数 のべ約２５０名  スタッフ数 のべ１５名 
 
 

 

 

総会＆フォローアップセミナー２０１８報告 

総会報告 
５月１２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、１１名（総会

成立宣言時）でした。 

昨年度は、リーダー養成講座を３日間講座と２日間講座の２回開催し、参加者数や参加者層等を検証

しましたが、１年では傾向等をつかむことができませんでした。そのため今年度も３日間講座と２日間

講座の２回開催することを説明し、承認されました。 

また、日本ＳＮ協会主催事業への参加の案内や、県内で開催される協力事業のスタッフ参加や広報の

協力をお願いしました。 

詳しくは、総会議案書および議事録をご覧ください。 
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フォローアップセミナー報告 
５月１２日（土）～１３日（日）、総会に引き続きフォローアップセミナーを開催しました。 

講師は、広島県の住吉和子（スカ）さんで、絵本やイラストを使いながら幼児が楽しめるアクティビ

ティを教えてくださいました。また、グループでカードを使って季節の言葉や植物を当てる活動では、

知っているようで知らないことも多く、小グループ考えていたはずが、いつの間にか全員でワイワイ言

いながら考えていました。 

講義では、自然案内人の心構え「わかちあい」をみんなでディスカッションしました。活動年数や活

動の場での対象者が違うことで様々な意見があり、自分

と同じ意見だけでなく違った意見も聞くことができて、

各々視野を広げることができました。 

参加者は１３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＞ 

◇絵本「あのやまこえてどこいくの」 

◇二十四節季あてゲーム 

 ◇音日記 

◇呼吸数えのメディテーション 

◇かさね色 

◇森林浴エクササイズ 

◇絵本「うえはなあにしたはなあに」 

◇クラフト 

◇空と大地が私に触れた 

◇カモフラージュ～キッズバージョン 

  ◇カメラゲーム 

  ◇サウンドマップ 

  ◇しりとりぐるぐるカード 

 

 

まだ間に合います！「安全対策セミナー」 

日本協会主催による「安全対策セミナー」が山口県で開催されます。セミナーでは、ネイチャーゲー

ムならではの視点から「リスクマネジメント」を実践的に学び、すぐに役立つ知識・技術・各種情報と、

そしてどうしても避けられない "もしもの時" に備え、救急法を学びます。 

 

 

期  日   ７７月月  ７７日日  （（土土））１１３３：：００００～～  

８８日日  （（日日））１１６６：：００００   

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（ネイチャーゲームトレーナー・ＭＦＡトレーナー） 

     福田和子（ネイチャーゲームトレーナー・ＭＦＡインストラクター） 

参加費   ２７，０００円（１泊２日／ＭＦＡケアプラスライセンス料含む） 

問合せ・申込み 

日本シェアリングネイチャー協会 藤田航平 

TEL 03-5363-6010 FAX：03-5363-6013 

E-mail fujita@naturegame.or.jp 
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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、個人で送ることも可能です。送る際は、「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＞ 

〒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 

 

②【「山口ゆめ花博」前売券予約受付】 

当協会が加盟している山口県レクリエーション協会で前売券が購入できます。事務局／松田・福田へご

連絡いただければ手配いたします。料金は以下のとおりです。 

                                 （単位：円 消費税込） 

区 分 普通入場券（円） パスポート券（円） 

当 日 前 売 当 日 前 売 

大   人 １，２００ ９００ ３，０００ ２，４００ 

高 校 生 ８００ ６００ ２，０００ １，６００ 

小・中学生 ６００ ５００ １，５００ １，２００ 

小学生未満 無料 

※入場券には、特別割引入場券（７０歳以上・障害者等）、団体割引入場券、夜間割引入場券、特別

割引パスポート券（７０歳以上・障害者等）の区分もありますが、前売券はありません。 

※特別割引入場券（７０歳以上・障害者等）、団体割引入場券、特別割引パスポート券（７０歳以

上・障害者等）の料金は、通常の前売券と同額です。 

 

③【中国四国地区大会 高知県で開催】 

 今年度の中国四国地区大会は、高知県で開催されます。１日目は、「全国レクリエーション大会」の

協賛事業として、一般参加者にネイチャーゲームを体験してもらうことが計画されています。一般参加

者・親子、そして中国四国地区の指導員の皆さんと交流できる機会です。ぜひご参加ください。 

 

期  日   ９９月月２２２２日日  （（土土））  ～～  ２２３３日日  （（日日祝祝））  １２：００解散 

     全国レク大会で、ネイチャーゲーム指導を体験してみたい方は、２２日 １０：３０集合 

     全国レク大会で、ネイチャーゲームを体験してみたい方は、２２日 １３：００集合 

     中国四国地区大会のみ参加したい方は、２２日 １７：００集合 

会  場   高知県立春野運動総合公園 ～ 津津野野町町農農村村体体験験実実習習館館「「葉葉山山のの郷郷」」  

参加費   ６，０００ ～ ６，５００円 
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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/ 

～～編編集集後後記記～～      

家の中に蜘蛛が棲んでいる。寝ていると耳元で這う音を聞ことがある。日によっては、ドアに一本の

糸を張っていることがある。 

この間、台所のシンクにムカデがいた。ステンレスなので、這い上がれないのであろう。秋には、コ

オロギが飛ぶことがある。家の中は生きもので

いっぱいである。      by yosaku  

＊山口県シェアリングネイチャー協会  

ホームページ、facebook 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 

２４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 

２４日 

（日） 

梅雨のネイチャーゲーム 

ｉｎ周南２０１８   

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 

３０日 

（土） 

協力事業 

講座講師認定講座 
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 

 

７

月 

７日 

～８日 

（土～日） 

協力事業 

安全対策セミナー 

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 

２２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 

２９日 

（日） 
夏のネイチャーゲーム大会 火の山ロープウェイ下駅奥 

【下関の会】 

石川和之（運営委員長） 

TEL 083-233-1280 

 

８

月 

 

 

 

 

５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 

１０日 

～１２日 

（金～日） 

ネイチャーゲームリーダー 

養成講座 【３日間講座】 

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 

２５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 

２６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 

 

９

月 

１５日 

～１６日 

（土～日） 

ネイチャートリップキャンプ 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 

３０日 

（日） 

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 


