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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 

今年の８月のリーダー養成講座は、（公社）日本シェアリングネイチャー協会主催で、いつものよう

にネイチャーゲームリーダー、自然体験活動リーダー（NEAL リーダー）資格取得はもちろん、救命救

急法（メディックファーストエイド（MFA）ケアプラス）の資格も取得できます。 

ぜひ最寄りの方へご案内ください。リーダーの方のフレッシュアップ受講も可能です。 

また、当日の運営スタッフも募集していますので、ご都合がつく方はご連絡ください。

 

 

期  日   ８８月月  １１００日日（（土土））  １１３３：：００００～～ 

１１２２日日（（月月振振））  １１６６：：３３００ 

（受付１０日 １２：３０～） 

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  福 田 和 子 ・ 松 田 義 政 

参加費   一般   ３８，８００円 

     学生  ３７，８００円 

ネイチャーゲームリーダー３１，５７０円 

講座問い合わせ先 

 日本シェアリングネイチャー協会 藤田 

ＴＥＬ  ０３－５３６３－６０１０ 

Ｅメール fujita@naturegame.or.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 ２９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。 
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ネイチャーゲーム体験ブース 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。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５４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  ２０１９年 １１００月月    ６６日日  （（日日））   

会  場  下関運動公園 陸上競技場 ほか 

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   ２０１９年 ９月２２日（日） 

そ の 他  県協会より旅費・弁当を支給 

※前日、１０月 ５（土）に総合開会式・表彰式・レセプションが行われます 

「総合開会式・表彰式・レセプション」 

会 場 下関グランドホテル 

日 程 １６：３０ 受付開始 

    １７：００ 総合開会式・表彰式 

    １８：００ レセプション 

    ２０：００ 終了 

        ※宿泊を希望される方は、早めにお知らせください。 

        宿泊先 プラザホテル下関（１泊６，０５０円～７，１５０円（朝食込み）） 

 

また、県内各地で山口県スポーツ・レクレーションフェスティバル種目別交流大会として、「山

口県ネイチャーゲーム大会が開催されます。最寄りの会へぜひ足をお運びください。 
 

主管地域の会 期 日 会 場 

宇部の会 １０月２７日（日） 二俣瀬ネイチャーファーム 

はぎの会 １０月１９日（土） 調整中 

ほうふの会 １０月１４日（月祝） 向島運動公園 

下関の会 １０月２０日（日） 綾羅木郷遺跡 

錦川の会  １０月１９日（土） 調整中 

周南の会 １０月２７日（日） 周南市西緑地公園万葉の森 

ふしの川の会 調整中 調整中 

サザン瀬戸の会 １０月２０日（日） サザンセト伊保庄マリンパーク 
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「アースデイ（やまぐち・関門）、森フェス」 

イベント報告  
 

アースデイやまぐち２０１９   
 ４月１４日（日）、山口市亀山公園で開催

された「アースデイやまぐち」にスタッフ５

名で参加しました。 

例年同様、書籍販売やネイチャーゲーム体

験コーナーを開設しました。生きもの絵合わ

せパズルや、カモフラージュなどを実施しま

した。ネイチャーゲームを体験したことがな

いという方がほとんどで、今後も地道に普及

していく事が大切と実感しました。 

 午後から雨が降り、肌寒い天気でしたが、約

７０名の方にお立ち寄りいただきました。あ

りがとうございました。 

 

 アースデイ関門２０１９ 
４月２０日（土）、２１日（日）、今年も

下関市深坂自然の森で開催された「アースデ

イ関門」に参加しました。 

天気もよく、テントの下では、小さい子ど

もたちでも楽しめる積み木や動物さがしゲー

ム、植物の種を使った神経衰弱で遊んでもら

い、森の近くではカモフラージュを体験して

もらいました。 

２日間で約３１０名の方にお立ち寄りいた

だきました。スタッフは、下関ＳＮの会を中

心に、のべ１１名でした。 

 

 

 第６回森フェス 
５月６日（月振）、国立山口徳地青少年自

然の家で開催された「森フェス」にスタッフ

５名で参加しました。 

４つの時間帯に分かれて参加者を募集し、

時間帯ごとにリーダーの１時間プログラムを

実施しました。残念ながら４回目のスタート

時間にテントが飛ぶくらいの突風と大雨で、

中止しましたが、３回の実施で合計４６名の

方にご参加いただきました。 

来年は、５月１０日（日）に開催されるそ

うです！今から調整をお願いします！ 
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総会＆フォローアップセミナー２０１９報告 

総会報告 
５月１８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、１２名（総会

成立宣言時）でした。 

昨年度は、例年の事業に加え、日本協会事業の協力として「講座講師認定講座」と「安全対策セミナ

ー」を実施しました。講座講師認定講座では、県内に新しく３名の講座講師が誕生しました。安全対策

セミナーは、当初７月に開催する予定でしたが、前日からの大雨（西日本豪雨）でやむなく中止し、３

月に日程を変更し実施しました。全国各地から１６名の参加があり、とても有意義な研修になりました。 

今年度は、８月に徳地で開催する３日間講座のリーダー養成講座が日本協会主催で、県協会は当日の

運営を協力する予定です。今後も日本協会と連携し、事業をすすめていく予定です。 

例年どおり、県協会主催の行事への協力をお願いし、総会を終了しました。 

詳しくは、総会議案書および議事録をご覧ください。 

 

フォローアップセミナー報告 
５月１８日（土）～１９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。参加者は１７名（＋子ども２名）

でした。 

講師は、グラントレーナーの“かぜさん”こと山引満男さん

（徳島県）で、普段、幼児向けに実践されているアクティビティ

を中心に、プログラムの組み立て方、子どもの特徴、起こりやす

いトラブルなど、細かく説明していただきました。個々のアクテ

ィビティは、ねらいをずらさず、対象者に合わせたシンプルな説明

で、とても分かりやすく、即実践してみたいと思うものばかりでし

た。あいにくの天気でしたが、屋内、屋外と、両方のよさを体験することができました。 

また、講義はＫＰ法（紙芝居プレゼンテーション法）でとても分かりやすく、参加された皆さんから、大

満足の感想をいただきました。 

 

＜講義＞ 

◇「ネイチャーゲームのアレンジについて考えよう」 

＜アクティビティ＞ 

◇アイスブレーキング 

◇ノアの箱舟 

◇この指とまれ 

◇動物ヒントリレー 

◇コウモリとガ 導入 

◇ミクロハイク 

◇小さな美 導入 

◇フクロウとカラス 

◇森のすみか 

◇森林浴のエクササイズ 

◇カモフラージュ 

◇同じものを見つけよう 

◇雲見 
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事務局からのお知らせ 

①【「韓国交流事業」中止のお知らせ】 

 総会にて、今年７月中旬に韓国交流事業を行う旨、説明いたしましたが、韓国側より中止の連絡があ

りました。学校側に交流事業に参加する児童を推薦していただくようにお願いしていたらしいのですが、

韓国国内の交流事業において人命事故があり、国外での交流は難しいと判断されたようです。今回のこ

とは残念ですが、また機会があれば交流事業を行いたいとのことですので、情報が入りましたら、お知

らせいたします。 

 

②【「お茶っこ広場」寄付のお願い】 

 今年度も熊本県そして広島県へ“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、熊本県宛には「シェアリングネイチャーカフェ

こびる」、広島県宛には「お茶っこ広場」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 

〒731-4331 広島県安芸郡坂町小屋浦２丁目３９－２０ 西昭寺 河野法誓住職 様 

また、広島県でのお茶っこ広場は、スタッフが不足していますので、当日、会場でお手伝いいた

だける方を募集しています。次回、８月の開催日は、下記のとおりです。 

期 日 ２０１９年 ８月 ２０日（火） １３：００～１５：００ 

会 場 小屋浦町有住宅集会所 

 

③【メーリングリスト運用停止のお知らせ】 

メールをお持ちの皆さんに、突発の情報をお知らせするためにメーリングリストを活用させていただ

いていましたが、先日、１２月２日にサービスの運用停止をする旨の連絡がありました。７月１６日に

は新規 ML 作成の停止、８月２６日には ML へのメンバー招待、参加や追加機能の停止が予定されてい

ます。 

ＭＬの移行については、日本協会や他県からの情報を得てからと思っていましたが、今のところ、日

本協会、他県協会ともに対策がないようです。 

新たなメーリングリスト移行先が決まりましたら、サービスご利用の皆様にお知らせいたします。 

メーリングリスト以外には、県協会広報紙、ホームページ、Facebook でしか事業等のご案内はでき

ませんが、ホームページや Facebook をご利用になれる環境にある方は、細目に情報を得ていただけれ

ばと思います。 

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 
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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/ 

 

＊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） 

  

～～編編集集後後記記～～      

集中豪雨により、軒下の地面につくっていたアリの巣穴が悲惨な状態になっていた。巣穴の周りにあ

った砂粒の山は土石流となって跡形もない状態になっ

ていた。巣穴の位置もわからないような状態である。

巣穴の中に雨水が流れ込み、内部も崩壊状態であろう。

そんな心配事をしていた日から２、３日たったある日

のこと、また同じように同じところに巣穴ができてい

た。生きものの生命力に感動した一場面であった。 

       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 

７

月 

１３日 

（土） 

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 

 

８

月 

 

 

 

 

４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 

（土～月） 

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 

【日本協会】 

藤田航平（講座担当） 

TEL 03-5363-6010 

２４日 

（土） 

夜明けを楽しむ 

 ネイチャーゲームの会 
山口宇部空港西側築山 

【宇部の会】 

村田徳子（事務局長） 

TEL/FAX0836-55-5631 

２５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 

７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 

２８日 

～２９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 
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月 

６日 

（日） 

協力事業 

第５４回山口県 

スポ・レクフェスティバル 

下関市陸上競技場 

【県協会】 

福田和子（事務局次長） 

TEL 090-3744-6678 

１９日 

～２７日 
山口県ネイチャーゲーム大会 県内各地 各地域の会 


