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５月２１日、通常総会＆フォローアップセミナー開催
私たちの協会は、1999 年 5 月 18 日に設立され、本年度で 18 年目を迎えます。そうした中、名古屋市名東
生涯学習センターで 22 名（委任者含む）の参加を得て総会が開催され、予定していた議事は滞りなく承認されま
した。人として、穏やかな心を持ち自然との調和を感じることを大切にネイチャーゲームの普及に努めましょう。
[平成２８年度事業報告]
・フォローアップセミナー ５月２1 日 名古屋市名東生
涯学習センター、猪高緑地にて開催 １8 名参加
・リーダー養成講座 平成２9 年 3 月 18、19 日 大府市
二ツ池セレトナ ９名受講
・日本シェアリングネイチャー協会事業説明会 東海北陸
ブロック 平成 2９年２月 岐阜県
・通常総会 ５月２１日 名古屋市名東生涯学習センター、
猪高緑地にて開催 ２０名参加
・第１０回人と自然共生国際フォーラム シンポジウム
10 月２９日 ウイルあいち
ポスターセッション 10 月 30 日 海上の森センター
・名東区環境展（エコフェスタ名東） 8 月 8 日 名東区
役所にて
・セレトナフェスタ １１月６日 大府市二ツ池セレトナ
・長久手市平成こども塾受託事業 年６回開催
・ＮＡＭ活動現地交流「茶摘み、ホタル鑑賞、ナイトハイ
ク」６月１８日 岡崎市千万町
・理事会 6 月、９月、４月開催
［平成２９年度事業計画｝
・フォローアップセミナー ５月２１日 猪高緑地、名東生
涯学習センター
・リーダー養成講座① ９月３１日、10 月 1 日 豊橋市少
年自然の家 ② 3 月開催 大府市二ツ池セレトナ
・通常総会 5 月２１日 名古屋市名東生涯学習センター
・長久手市平成こども塾受託事業 年６回開催
・ふれあいセンターまつり 11 月 11 日 名東生涯学習セ
ンター
・あいち海上の森フォーラム 1１月１２日 あいち海上の森
・名東区環境展（エコフェスタ名東） 8 月９日 名東区役
所にて
・理事会 ６月、９月、１月、４月

［平成２８年度収支決算］
収入
事業収入
272,331
助成金
雑入
繰越金
合計
支出
事業費

149,300
18,005
589,413
1,029,049

事務費

172,323

277,172

（単位 円）
リーダー養成、緑化フェア
平成子ども塾受託、ＦＳ
会員助成、リーダー養成等
利息
平成 2６年度からの繰越
（単位 円）
リーダー養成、ＦＳ
平成こども塾スタッフ謝金
ＨＰ作成、広報発行など
会議費
旅費
通信運搬費
消耗品費他

合計
449495
収支差し引き 579,554 円は、平成 29 年度へ繰越
［平成２９年度収支予算］
収入
事業収入
646,000
助成金
雑入
繰越金
合計
支出
事業費

161,000
10,000
579,554
1396,554
634,000

（単位 円）
リーダー養成、ＳＦ
平成こども塾受託
会員助成、講座助成
加盟料、利息
2７年度繰越金
（単位 円）
リーダー養成、ＳＦ
ＨＰ作成、会報作成
地域の会活動支援
会議費、旅費、消耗品費他

事務費
299,000
合計
933,000
収支差し引き 463,554 円は、平成 30 年度へ繰越

＊山本政広さんが地域の会運営員長を退任し、理事を下りられました。

フォローアップセミナー（ＦＳ）で自然との一体感を深める
総会を挟んで、午前と午後にフォローアップセミナーが開
催されました。公認ネイチャーゲーム指導員報「自然とわた
し」で紹介されている＜森のかくれんぼ＞、＜思い出カード
交換＞、＜空と大地が私に触れた＞の他に馴染みのアクティ
ビティも体験し、熊のネイチャーゲームで自然との一体感、
自然への気づきを深めることを掘り下げました。指導者とし
て、単にゲームを楽しむだけでなく、どのような立ち位置や
声かけで、自然への一体感に気づきにいざなうかを考えるセ
ミナーとなりました。1 年に 1 回はフォローアップセミナー
で勉強して自分を深めていきたいものです。 文責 さばやん

２０１７年度 ネイチャーゲームリーダー養成講座のお知らせ
●早々と、リーダー養成のご案内をします。
●宿泊型ですので、夜及び朝のネイチャーゲームが楽しめます！
●知人などにご紹介ください。
月日：９月３０日（土）～１０月１日（日）（１泊２日）
会場：豊橋市少年自然の家（豊橋市伊古部町字下り 25-41）
主任講師：村上宜輝（むらかみよしてる）氏 徳島県ＳＮ協会理事
受講料：20,000 円、
（ブラッシュアップ 12,000 円）予定価格
問合せ：とよはしネイチャーゲームの会、野崎 守
携帯 090-3258-3340 E-mail m02uoaeb0e@wi.kualnet.jp

問い合わせ方など記入してください。

ロハスでいこう

♪クリスタルボウルで心を癒す♪

クリスタルボウルとは？ 水晶で出来たうつわ状の楽器です。聴く（体感）だけで健康にするといわれていま
す。クリスタルの波動が体の中で共鳴し美容効果・精神安定などの効果があります、また脳波をアルファー波か
らシーター波の状態になり深い心地よさを得ます。アメリカや北欧では医療に使われているリラクゼーション効
果の高い楽器です。
（日本においてクリスタルボウルは医療行為ではありません）
体験談としては「朝の目覚めがよくなり疲れにくくなった」
、
「家族みんなが優しく穏やかになった」
、
「３か月
も続いたひどい頭痛がなくなった」
、「職場の人間関係がよくなった」などがあります。
クリスタルボウルの波動は、演奏者の心の波動に繋がっていますの
で演奏者により変わってきます。また CD などの録音でも十分効果は
あるのですが、可聴音しか音源に入っていないので生音に比べると効
果は落ちます。
（人の耳では聴き取れない音の波動の部分がある）
演奏形態はそれぞれあるのですが、横になりリラックスした状態で
聴いていただくか、自分の一番楽な姿勢で聞いていただきます。演奏
を始めて数分で寝てしまう人もいますし、反作用の効果で頭が痛くな
ったり気分が悪くなる人もいますがすぐに良くなっていきます。
瞑想やヨガに用いたり、整体などにも使われています。
（荒川）

スタッフ経験は、仲間のスタッフの声かけを見聞きすることをとおして、自分の資質向上になります。
５月２０日までにお願いします。
また、私たち会員同士の交流にもなります。企画力も発揮できます。なお、定員になり次第締め切ります。
連絡は、青山までお願いします。E-mail aoyama@f8.dion.ne.jp 電話０５２-７７５-９４６１
ス
タ ●長久手市平成こども塾 ７月 15 日、９月２日、１１月１8 日、１月２0 日 いずれも土曜日
ッ
昼過ぎまで 長久手市「丸太の家」
フ
●ふれあいセンターまつり
11 月 11 日（土）名古屋市名東生涯学習センター
募
集 ●海上の森フォーラム 11 月 12 日（日） あいち海上の森
●大府二ツ池セレトナフェスタ 11 月 5 日（日）大府市二ツ池セレトナ
●２０１７エコフェスタ名東 ８月９日（月）午前１０時～午後３時 名古屋市名東区役所講堂
糸トンボの産卵

編集後記
県協会では、ホームページとフェイスブックで広
く情報を発信しています。会員への郵便物による情
報提供には限りがありますので、随時ホームページ
とフェイスブックをご覧いただきますようお願い
いたします。 広報担当理事 さばと
TEL/FAX ０５６７-５２-２０６２
E-mail fwgk6227@mb.infoweb.ne.jp

