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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  
 

 

 

 

「アースデイ」イベント スタッフ募集  
地球環境のことを考えて行動する日「アースデイ」。 

今年も山口市、下関市にて開催される「アースデイ」イベントに出店し、自然とふれあいながら地球

環境について考えます。 

ブースでは、ネイチャーゲーム体験教室やグッズ販売を行います。遊び感覚でぜひイベントにご参加

ください。スタッフとしてご協力いただける方は、事務局／福田までお知らせください。詳しい内容を

お知らせします。 

 

 

内 容  ネイチャーゲーム体験教室、ネイチャーゲームグッズの販売等 

参加費  無料。但し、食事代、宿泊代は各自負担。県協会より旅費を支給 

 

★アースデイやまぐち２０１９ 
期 日  ４月 １４日（日）10:00～16:00実施 

場 所  亀山公園 

募集人数 ５～１０名程度 

募集締切  ４月 １日（月） 

 

※物品はある程度県協会で準備する予定ですが、

実施したいアクティビティがあれば、事前にご

相談ください。 

 

★アースデイ関門２０１９ 

期 日  ４月 ２０日（土）10:00～17:00実施 

４月 ２１日（日）10:00～16:00実施 

場 所  下関市深坂自然の森 

募集人数 ５～１０名程度 

（１日のみの参加でも可） 

募集締切  ４月 ８日（月） 

その他  深坂自然の森 森の家での宿泊が可能

です。（1,000円/1泊 要予約）
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Ｎｏ．７２ 
平成３１年３月 22 日発行 

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 1８２１） 
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２０１９年度「総会」 開催 （５月１８日） 
２０１９年度総会を右記のとおり開催いた

します。ご多用な折とは存じますが、万障

お繰り合わせの上、是非ご出席いただき、

ご審議いただきますようお願い申し上げま

す。 

総会の出欠並びに委任状は、同封のはが

きにて５月１３日（月）までにお知らせく

ださい。 

全員必ずハガキの投函をお願いしま

す。ご協力よろしくお願いし

ます。 

メールアドレスをお持ちの方は、

必ず記入していただきますようお願

い致します。 

 
 

 

 

期 日  ２０１９年 ５月 １８日 （土） 

１３：００～ １４：５０ 
（受付開始１２：４０） 

会  場  国立山口徳地青少年自然の家  

（山口市徳地船路６６８） 

議  題  １）２０１８年度事業報告 

     ２）２０１８年度会計報告及び監査報告 

     ３）役員改選 

４）２０１９年度事業計画（案） 

         ５）２０１９年度予算（案） 

        ６）その他 

 

フォローアップセミナー２０１９ 参加者募集 

～ 自分のために、徳地の自然とゆったりふれあってみませんか ～ 

「指導する機会がないので、フォローアップセミナーは参加しなくても・・・」と思っていませんか。

ネイチャーゲームという形でなくても、普段の生活の中で、季節の花を眺めてみたり、空を見上げてみた

り、鳥のさえずりに耳を傾けてみたり・・・と、自然とふれあうことはできます。そんな、些細な自然と

のふれあい方をフォローアップセミナーでみつけてみませんか。 
 

 

（詳しくは同封の開催要項をご覧ください） 

期  日   ５月 １８日 （土）１５：００～ 

１９日 （日）１５：３０  

（１８日 １４：４０～ 受付） 

※部分参加も可。全日程参加できない

方はご相談ください。 

会  場   国立山口徳地青少年自然の家  

講 師  山引 満男（徳島県） 

参加費   ９，０００円（郵便振替） 

※新ネイチャーゲームリーダー 

（会員番号４１１２２以上）の方は、 

１，０００円引き 

 

認定単位 リーダー研修１回 

今回のセミナーの内容は…、 

①新アクティビティ体験と意図開き 

新アクティビティ体験 

〈森のすみか〉  

〈雲見〉 

〈森林浴のエクササイズ〉 

②講義 ネイチャーゲームのアレンジについて 

考えよう～ねらいを達成するための工夫～」 

その他、指導員同士の交流、情報交換をする  

時間もあります。 

＊総会出欠のはがきにセミナー出欠欄がありますので、どちらかに○をつけて返信してください。 

＊総会、またはセミナーに参加される方で、注文したいグッズがある方は、５/１０（金）までに、事務

局/福田までご連絡ください。（はがきの通信欄に書かれても構いません）
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山口県ネイチャーゲーム大会 報告 

 

 

＜下関の会＞ 

実施日：平成３０年１０月１３日（土） 

場所：勝山地区公園 

参加者数１９名 

スタッフ数：８名 

内容：四王司山登山、「音日記」、「森の色あわせ」 

 

＜ふしの川の会＞ 

実施日：平成３０年１０月１３日（土） 

場所：維新百年記念公園芝広場 

参加者数：５名 

スタッフ数：３名 

内容：「コウモリとガ」、「木の葉のカルタとり」、「カモフラ

ージュ」、「森の美術館」 他 

 

＜宇部の会＞ 

実施日：平成３０年１０月１４日（日） 

場所：江汐公園 

参加者数：２０名 

スタッフ数：５名 

内容：「木の葉のカルタとり」、「葉っぱコレクション」、 

「森のかくれんぼ」、「森のすみか」 他 

 

＜サザン瀬戸の会＞ 

実施日：平成３０年１０月１４日（日） 

場所：田布施近隣公園 

参加者数：１３名 

スタッフ数：４名 

内容：「木の葉のカルタとり」、「フィールドビンゴ（木）」、   

    「わたしの木」 

 

＜はぎの会＞ 

実施日：平成３０年１０月２０日（土） 

場所：萩市立椿東小学校 

参加者数：２７名 

スタッフ数：１名 

内容：「ノーズ」、「動物交差点」、「フクロウとカラス」、 

「めざせ名探偵」、「木の鼓動」 

 

＜錦川の会＞ 

実施日：平成３０年１０月２１日（日） 

場所：紅葉谷公園 

参加者数：３５名 

スタッフ数：４名 

内容：「はじめまして」、「ジャンケン落ち葉集め」、「ネイチ

ャービンゴ」 

 

＜周南の会＞ 

実施日：平成３０年１０月２７日（土） 

場所：周南市西緑地公園万葉の森 

参加者数：２１名 

スタッフ数：３名 

内容：「フィールドビンゴ（木）」、「自然のだいすきだいじさ

がし」、「葉っぱコレクション」、クラフト 他 



 4 

 

＜ほうふの会＞ 

実施日：平成３０年１１月 ３日（土） 

場所：三谷森林公園入口 きずなの森 

参加者数：１６名 

スタッフ数：２名 

内容：「ノーズ」、「めざせ名探偵」、「目かくしイモ虫」、 

   「石の鑑定団」、「白いキャンバス」 

 

 

「ネイチャーゲームリーダー養成講座」報告 
 去る３月９日（土）～１０日（日）、国立山口徳地青少

年自然の家にて、今年度２回目のリーダー養成講座を開催

しました。 

主任講師は、浦田美砂さん（長崎県）、講師は伊藤絹江さ

んでした。 

 初日は天気もよく、野外でたっぷりとネイチャーゲーム

を体験することができました。お昼休みには、午前中に拾

った落ち葉を使って、「落ち葉の窓」のクラフトも体験す

ることができました。 

２日目は、朝から雨が降って少し寒い天気でしたが、参

加者からは、「雨でも自然を楽しめる活動が体験できて、

早速地元で取り入れたい」との感想がありました。 

２日間の講習を終えられた５名の皆さんは、全員合格・登録されました。今後の活躍をお祈りいたし

ます。（参加者５名（内訳…宇部市１名、県外４名） 

 

 

「お茶っこ広場」 寄付のお願い 

 

熊本県での「ネイチャーカフェこびる」、広島県（２０１８年７月の西日本豪雨の被災地）「お茶っ

こ広場」に下記のとおり山口県銘菓をお届けしました。皆様の温かいお気持ちに感謝いたします。 

平成３０年度ご寄付をいただいた皆さま（あいうえお順 敬称略） 

伊藤絹江、沖村文子、原田多恵子、廣實久美子、福田和子、松田義政、村田徳子  合計 ２２,０００円 

決算報告 

 ＜収入の部＞ 

項目 内 訳 小計（円） 

寄付金 ＠５００円×４４口 ２２，０００ 

前年度繰越金  ０ 

収入合計  ２２，０００ 
 
 ＜支出の部＞ 

項目 内 訳 小計（円） 

お茶っこ お菓子、お茶 等 ８，５２０ 

送料 熊本県２回、広島県１回  ２，０４３ 

支出合計  １０，５６３ 

  収入合計 ２２，０００円 － 支出合計 １０，５６３円 ＝ 差引 １１，４３７円 

  残金 １１，４３７円は、次年度に使わせていただきます。 
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 地域の会紹介～あなたも地域の会に入りませんか？ 

 それぞれの地域での活動の場として、地域シェアリングネイチャー

の会があります。 

あなたも地域の会に入会しませんか。入会は自由です。また、複数

の地域の会に入会することもできます。 

総会出欠のはがきに地域の会の欄を設けています。お手数ですが、

既に入会されている方は、その会に○を、入会を希望される方は、希

望する地域の会の名前をご記入ください。 

 

※地域の会についてのお問い合わせは、各会の窓口か、県協会事務局/松田へご連絡ください。 

※３人集まれば、地域の会を作ることもできます。詳しくは県協会事務局/松田にご相談ください。 

 

地域の会名 連絡先 

宇部の会 

主な活動エリア：宇部市、山陽小野田市、美祢市 

村田 徳子（事務局長） 
〒７５５－０８０６ 
宇部市浜田２丁目３－５７ 

ＴＥＬ/ＦＡＸ : ０８３６－５５－５６３１ 
E-mail :  ramun@oregano.ocn.ne.jp 

はぎの会 

主な活動エリア：萩市、長門市、阿武町 

久保田 晃生（運営委員長） 
〒７５９－３６１１  
萩市大井３２２５－１ 

ＴＥＬ : ０９０－４８０１－８４９４ 
ＴＥＬ/ＦＡＸ : ０８３８－２８－０７２３ 

ほうふの会 

主な活動エリア：防府市 

小川 浩三（運営委員長） 
〒７４７－１２３２ 
防府市台道４２４６ 

ＴＥＬ : ０９０－２００７―９４８１ 
E-mail :  kz71@tuba.ocn.ne.jp 

下関の会 

主な活動エリア：下関市 

石川 和之（運営委員長） 
〒７５０－０００９ 
下関市上田中町２－２２－１７ 

ＴＥＬ : ０８３－２３３－１２８０ 
ＦＡＸ : ０８３－２３３－１７８９ 
E-mail :  k-i1661@abeam.ocn.ne.jp 

錦川の会 

主な活動エリア：岩国市、和木町 

田中 時子（事務局長） 
〒７４０－１２２５ 
岩国市美和町渋前６４５－４ 

ＴＥＬ/ＦＡＸ : ０８２７－９６－１３７５ 
E-mail :  nql16354@nifty.com 

周南の会 

主な活動エリア：周南市、下松市、光市 

前田 日出夫（事務局長） 
〒７４５－０８３４ 
周南市清水町７－１９ 

ＴＥＬ/ＦＡＸ : ０８３４－３２－１３１９ 
E-mail : hideo3@ccsnet.ne.jp 

ふしの川の会 

主な活動エリア：山口市 

吉野 信朗（運営委員長） 
〒７５４－００３２ 
山口市小郡みらい町１－７－１ 
山口芸術短期大学内  

ＴＥＬ : ０８３－９７２－２８８０ 
ＦＡＸ : ０８３－９７２－４１４５ 
E-mail :  yoshino@yamaguchi-jca.ac.jp 

サザン瀬戸の会 

主な活動エリア：柳井市、田布施町、平生町、上関町、周防大島町 

吉原 久美子（運営委員長） 
〒７４２－１１０６ 
熊毛郡平生町大野南７９２ 

ＴＥＬ : ０８２０－５６－２５１４ 
E-mail :  kumiko-sutyan0927@joy.ocn.ne.jp 
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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 

 

４

月 

６日 

（土） 
春の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/FAX 0836-55-5631 

１４日 

（日） 

参加事業 

「アースデイやまぐち２０１９」 
亀山公園 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

２０日 

～２１日 

（土日） 

参加事業 

「アースデイ関門２０１９」 
深坂自然の森 

【県協会】 

松田義政（事務局長） 

TEL 090-3742-7137 

下旬 

全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加事業 

みどりを楽しむ 

ネイチャーゲームの会 
霜降山男山山系 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX 0836-55-5631 

２８日 

２９日 

（日月

振） 

全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加事業 

春のネイチャーゲーム大会 

リフレッシュパーク 

豊浦 

【下関の会】 

石川和之（運営委員長） 

TEL 083-233-1280 

 

５

月 

６日 

（月振） 

参加事業 

第６回 森フェス 

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 

（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 

下旬 
全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加事業 

海のネイチャーゲームの会 
キワ・ラ・ビーチ 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX 0836-55-5631 

 

６

月 

上旬 

全国一斉「あそびの日」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加事業 

農業に親しむ 

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/FAX 0836-55-5631 

下旬 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/FAX 0836-55-5631 

下旬 
梅雨のネイチャーゲーム 

in周南２０１９ 

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 

＊山口県ネイチャーゲーム協会ホームページ、Facebookでも、イベント情報を発信中！ 

  （http://ngyamaguchi.web.fc2.com/yamaguchi6ibento.htm） 

～編集後記～   

我が家のシイタケは、宇部の会の里山の活動 

でもらってきたものである。コナラの原木に菌 

の打ち込みでもらって、竹やぶに転がしておく 

だけでシイタケが収穫できる。唯一の自給自足 

である。 

自給自足の恩恵は、我が家の食卓とナメクジ 

の食卓をにぎわしている。  by yosaku 

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/ 


