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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！ 

毎年、当協会が参加しております「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）スポレク広場」

が、今年は柳井市、宇部市、山口市の３会場で開

催されます。３会場とも当協会は、ネイチャーゲ

ーム体験コーナーを開設します。 

また、柳井市会場前日には、柳井クルーズホテ

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。） 

 

 

   

期 日   １０月 ７日（日） 

  会 場   柳井クルーズホテル 

      （柳井市南町 4丁目 1-1） 

  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、１室 

１人利用 ６，９１２円 

２人利用 ５，１８４円 

３人利用 ４，３２０円 

（朝食は別途１，０８０円） 

 ※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。 

 

 

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 

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、事務局までご  

連絡ください。 

＜柳井市会場＞ 

日 時  １０月 ８日 （月祝） 

     ７:３０～１６:３０ 
（準備・片づけ含む） 

会  場   柳井ウェルネスパーク 

    （柳井市新庄１３２６－１）  

締 切   ９月 ２６日（水） 

＜宇部市会場＞ 

日 時  １０月 ２１日 （日） 

     ７:３０～１６:３０ 
（準備・片づけ含む） 

会  場   ときわ公園 

    （宇部市大字沖宇部２５４）  

締 切   １０月 １０日（水） 

＜山口市会場＞ 

日 時  １１月 ４日 （日） 

     ７:００～１７:００ 
（準備・片づけ含む） 

会  場   山口きらら博記念公園 

    （山口市阿知須５０９番５０）  

締 切   １０月 ２４日（水）

２０１８年 
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山口ゆめ花博スポレク広場 スタッフ募集！ 

 ９月１４日～１１月４日の山口ゆ

め花博の期間中の内数日間、会場に

てネイチャーゲーム体験コーナーを

開設いたします。 

 実施日は、現在調整中ですが、土

日祝日の予定です。 

 詳しくは、メーリングリストにて

配信いたします。“日程が合えば手

伝えそう”という方は、事務局まで

ご連絡ください。 

 

 

 

日 時  山口ゆめ花博期間中の内 土日祝日 

７：００～１７：００（準備・片づけ含む） 

 会 場  山口きらら博記念公園 森のピクニックゾーン 

 内 容   来場者にネイチャーゲーム体験を体験してもらい   

ます。 

 スタッフ募集人数 ５～１０名程度 

締 切   開催日の１０日前まで 

その他  県協会より旅費を支給 

 

「森フェス」に参加！ スタッフ募集 

８月末に実施しました県協会理事会にて、「第５回森フェス～ポン太の一日一善～（森フェス実行

委員会主催）」への参加が決定しました！ 

年度当初になかった事業ですが、森に関わる約５０団体＆お店が参加する大きなイベントですので、

当協会もシェアリングネイチャー活動の普及のため参加することになりました。 

どのような内容を実施するかはまだ検討中ですが、ぜひ会員の皆さんにも参加者として、スタッフ

としてご参加いただければと思います。 

 

期  日   １１１１月月  １１８８日日  （（日日））  ９：３０～１５：００実施 

会  場   国立山口徳地青少年自然の家  

スタッフ募集人数 ５～１０名程度 

締 切   開催日の１０日前まで 

 

 

中国四国地区大会 参加者募集 

 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））１７：３０ ～  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 

※県協会でまとめて申込いたしますので、参加を希望される方は、事務局／福田までご連 

絡ください。 
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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２１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、各地域の会では、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１４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２０日(土)  

会場：萩市立椿東小学校（萩市） 

久保田晃生（運営委員長） 

TEL/FAX 0838-28-0723 

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３日（土祝）9:30～12:00 

会場：三谷森林公園入口（防府市） 

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１３日(土) 10:00～12:30 

会場：勝山地区公園（下関市） 

石川和之（運営委員長） 

TEL 083-233-1280 

錦川の会 

秋の色いろいろ 

日時：１０月２１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２７日(土) 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１３日(土) 9:30～12:30 

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１４日(日) 9:30～12:00 

会場：田布施近隣公園（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。  

～～事事務務連連絡絡～～      

 募集しておりました「ホタルの里湯遊ウォーク」の 

スタッフは、ネイチャーゲームコースがなくなりまし 

たので、募集中止といたします。 

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 

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 

10

月 

８日 

（月祝） 

協力事業 

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 

柳井ウェルネスパーク 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

１３日（土） 

～１１月 

３日（土祝） 

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 

１４日（土） 

～１１月 

３日（土祝） 

協力事業 

山口ゆめ花博 スポレク広場 
山口きらら博記念公園 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

 
２１日 

（日） 

協力事業 

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 

ときわ公園 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

 

 

 

２８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 

11

月 

４日 

（日） 

協力事業 

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 

山口きらら博記念公園 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

１８日 

（日） 

協力事業 

森フェス～ポン太の一日一善～ 

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 

２３日 

（金祝） 
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 

（日） 

初冬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 

１６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 

６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 

１９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（担当理事） 

TEL/FAX 0834-32-1319 

 
２７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/ 


