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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。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 

https://www.naturegame.or.jp/qualification/lf/y

amaguchi/000395.html 

または、担当までお申し込みください。 

 

※募集チラシが必要な方は、県協

会事務局までご連絡ください。 

 

 

 

期  日   ３３月月    ９９日日（（土土））  １１００：：００００  

～～  １１００日日（（日日））  １１７７：：００００    

（９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  浦田 美砂（長崎県） 

参加費   一般・学生   ２１，０００円 

     ネイチャーゲームリーダー 

１５，５００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！ 
皆様のご支援のおかげで２０１８年も無事に終わろうとしています。２０１９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！  

 

 

日 時 １月 １９日（土） １９：００～２１：００ 

会 場 調整中（徳山駅周辺） 

参加費 ４，０００円前後 

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。 

２０１８年 
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「安全対策セミナー」 参加者募集中！ 

今年７月の西日本豪雨により延期されていました「安全対策セミナー（日本協会主催）」が２０１９

年３月に開催されます。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。ＭＦＡケアプラスライセンスを取得できるセミナーです。ぜひご参

加ください。 

 

 

期  日   ３３月月  ２２３３日日  （（土土））１１３３：：００００～～  

２２４４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 

 

 

「リーダー養成講座（３日間講座）」報告 
８月１０日（金）～１２日（日）、国立山口徳地青少年自

然の家にて、２泊３日のリーダー養成講座（NEAL 付き）

を開催しました。暑い３日間でしたが、木陰は涼しく、風も

心地よく感じられました。 

主任講師は、田中誉人さん（兵庫県）、講師は村田徳子

さんでした。

 講座は、基本アクティビティの他、「いねむりおじさん」

や「森の美術館」、「目かくしイモ虫」、「目かくしトレイ

ル」など、３日間講座ならではの、たくさんのアクティビテ

ィを実施していただきました。 

また、アイスブレーキングゲームやシェアリングネイ

チャーエクササイズ、救命救急法なども体験できるとい

う、とてもお得な講座となりました。 

 参加者は４名で、皆さんとても熱心に受講され、全員

無事合格されました。今後の活躍をお祈りします。 

全国的に３日間講座は少なくなってきていますが、た

っぷりアクティビティ体験ができる講座なので、山口県

では来年度も３日間講座を開催する予定です。（詳細は

次号でお知らせします。） 
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「山口ゆめ花博 スポ・レク広場」報告 
 ９月１４日～１１月４日まで開催された「山口ゆめ花博」

の会場内で、週末の８日間、ネイチャーゲーム体験コーナー

を開設し、「動物カテゴリー」や「カモフラージュ」、「フ

ィールドビンゴ」などを体験してもらいました。 

通りすがりに立ち寄られる方が多く、どっぷりと体験して

もらうことはできませんでしたが、それでも、ネイチャーゲ

ームを体験された方の中には、指導員資格に興味を持たれた

方もいらっしゃいました。ネイチャーゲームの普及につなが

ったのではと思います。 

 

 

「第５３回山口県スポ・レクフェスティバル」報告 
今年度の標記フェスティバル、スポレク広場は、「山口ゆめ

花博応援イベント」として、１０月８日（月祝）の柳井市会場、

１０月２１日（日）の宇部市会場、１１月４日（日）の山口市

会場の３会場で開催されました。 

当協会が実施したネイチャーゲーム体験コーナーには、３会

場合わせて約７００名の方にお越しいただくことができました。 

 １０月７日（日）、柳井クルーズ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、ほうふシェアリン

グネイチャーの会が優良団体表彰、吉原久美子氏（サザン瀬戸シ

ェアリングネイチャーの会運営委員長）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、下関市での開催です。最寄りの方はぜひご協力をお願

いします。 

※標記フェスティバル種目別交流大会として開催しました「山口 

県ネイチャーゲーム大会」は、次号で報告いたします。 

 

 

初参加！「森フェス」報告 
 去る１１月１８日（日）、国立山口徳地青少年自然の家に

て森フェス実行委員会主催による「森フェス 第５回ポン太

の一日一善」が開催されました。 

初参加の当協会は、１時間のネイチャーゲームプログラム

を４回の時間帯に分けて実施しました。幼児親子の参加者が

多く、幼児向けアレンジのネイチャーゲームを行いました。

参加者は、６６名でした。参加者からは、「地域の会にも参

加したい」という嬉しいお言葉をいただきました。 
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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～～      

 イノシシに荒らされた３００苗の安納芋は、１０株も収穫できず、でも、とても甘いお芋が採れた。

荒らされてすぐジャガイモを植えたが、時期が遅か

ったのか育ちが悪く、霜で葉っぱは全滅。でも、芋

はできていると願いを込めて掘ってみると、大豆の

大きさくらいが沢山。全てが自然のなせる術。 

イノシシと共生できる農夫をめざして 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 

１２ 

月 

１６日 

（日） 
クリスマスネイチャーゲームの会 ときわ湖畔北キャンプ場 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

１ 

月 

６日 

（土） 
冬のネイチャーゲームの会 霜降山男山駐車場集合 

【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 
調整中（徳山駅周辺） 

【県協会】 

前田日出夫（新年会担当） 

TEL/FAX 0834-32-1319 

２６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 

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 

２ 

月 

３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 

２４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 

３ 

月 

９日 

～１０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 

１７日 

（日） 
里山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 

５ 

月 

１８日 

（土） 

２０１９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 

１８日 

～１９日 

（土日） 

フォローアップセミナー２０１９ 
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/ 


