
ゼΜパ�Βデプ【研修講座 

2016年度 参家要項 
2017 年 2 月 17 日≧金∞～19 日≧日∞宮城県廻場 

 
	 

	 1 年に 1 度、全国のインストラクターが集まり、ネイチャーゲーム体験や研修、お互い

の情報や技の交換、そしてとことん交流をする研修講座です。	 

	 今年の会場は宮城県のエコキャンプみちのく。素敵なコテージに宿泊します。	 

	 雪とみちのくの自然と全国の熱い仲間。この 3 要素が集まれば、濃厚な 3 日間になるこ

と間違いなし！インストラクターのみなさん、ぜひ参加をお待ちしています！	 

	 

＜目	 的＞	 

	 インストラクター研修講座の目的は以下の 3項目です。	 

	 	 	 ①基本スキルや情報の確認・共有	 

	 	 	 ②他の地域の方との情報交換	 

	 	 	 ③地域講師活動の幅を広げる	 

	 プログラムを通じて上記に通じる様々な視点をお持ち帰りいただきます。	 

	 	 

＜今回のトピックス＞	 

①「ブラッシュアップ研修」	 

	 講師に石崎一記さん（東京成徳大学応用心理学部教授・ネイチャーゲームトレーナー）、

を迎え、ネイチャーゲーム指導の 5 つのポイントのうちのひとつ「受け身になろう」をテ

ーマに講義実習をしていただきます。	 

	 

②「入門講座研究」	 

	 結構多くの人が悩んでいる「講義ってどうやってるの？」あたりを切り口に、入門講座

における講義部分のあれこれをみんなで考えていきましょう。	 

	 

③「ご当地の自然でアクティビティ/エクササイズ体験」	 

	 みちのくの自然を存分に使った、アクティビティ体験を予定しています。	 

	 「空と大地が私に触れた」に掲載のエクササイズもやってみましょう。	 

	 

※おまけのキーワード	 

	 素敵なロッジ	 雪	 熱い仲間	 お気に入りグッズ紹介	 エクササイズって？	 

	 コーネルさんの最新の話し	 日本協会の今後の新しい取り組み	 etc	 

	 	 

自分よュ【�オユ【バ�Μズホロ 

×心…技…体オ�カやめ磨ねだ× 
 



＜概	 要＞	 

日	 時：2017 年 2 月 17 日（金）14：00～19 日（日）12：00	 

	 場	 所：エコキャンプみちのく	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒989-1503	 宮城県柴田郡川崎町大字川内字向原 254	 	 

	 	 	 	 	 TEL0224-84-6633	 	 	 

	 	 	 	 	 http://www.michinoku-park.info/wp/eco-camp/riyou/	 

	 参加費：20,000 円	 
主	 催：公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会	 
運	 営：2016（宮城）インストラクター研修会企画検討グループ	 
協	 力：宮城県シェアリングネイチャー協会	 
定	 員：30名	 
単	 位：インストラクター研修	 1回が認定されます	 	 
	 

問い合わせ：公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会	 担当：渡辺峰夫	 
	 	 	 	 	 	 	 電話03-5363-6010	 FAX:03-5363-6013	 	 
	 	 	 	 	 	 	 メール	 instructor@naturegame.or.jp	 

	 

お問い合わせはなるべくメール	 instructor@naturegame.or.jp	 でお願いします	 

	 

	 

＜プログラム＞（天候その他の条件で時間や内容が変更されることがあります。）	 
	 2月17日(金)	 2月18日(土)	 2月19日(日)	 

朝	 
 ＜フリープログラム＞ 

7：30  朝食 

＜フリープログラム＞ 

7：30 朝食 

	 
	 
	 
午	 
前	 

 

 

 

 

 

 

 

9：00 

【セッション④】 

 地域研究 

  フィールドでのアクティビティ体験 

 

 

 

12：00 昼食 

9：00【セッション⑧】 

 エクササイズ体験 

 

11：00【セッション⑨】 

 ふりかえりと来年度について 

 

 

12：00 閉会式 解散 

	 
	 
	 
	 
午	 
	 
後	 

13：30 受付開始  

14：00 開会式 スタッフ、参加者

紹介、オリエンテーション 

14：30 【セッション①】 

 ウエルカムアクティビティ体験 

 

16：30【セッション②】 

 日本協会からの最新情報提供 
 
18：00 夕食 

13：00 【セッション⑤】 

 入門講座研究 

  ~講義について~ 

 

 

16：00【セッション⑥】 

 コーネルさんからの最新情報 
 ~エクササイズの捉え方~ 
 
18：00 夕食 

 

	 
	 
	 
夜	 

19：00  

【セッション③】 

 ブラッシュアップ研修 

 ~受け身になろう~ 

 

21：00 終了／入浴／懇親会 

＜フリープログラム＞ 

19：00【セッション⑦】 

 お気に入りグッズ紹介 

  

 

 

20：30 終了／入浴／懇親会 

＜フリープログラム＞ 

 

フリープログラム大歓迎です。日頃地元で実践しているアクティビティやアレンジ編。もちろんネ
イチャーゲーム以外もOKです。必要なものは各自でご準備ください。	 



＜当日の受付＞	 
2 月 17 日(金)13 時 30 分より受付を開始します。	 

エコキャンプ場の管理棟にお集りください。	 

遅れそうな場合は、スタッフ渡辺携帯 080-4383-1021 までご連絡ください。	 

	 

＜服装／持ち物＞（□は必携	 ○はあれば便利）	 

□名札（会員証等）	 □筆記用具	 □敷物	 □バンダナ	 □雨具	 □洗面用具	 

□防寒着	 	 □帽子	 	 □手袋	 □防寒靴（長靴がオススメ）	 □着替え	 

	 ※雪の中で活動ができる格好を準備ください。	 

□自然案内人 2016	 	 □保険証（写し可）	 □マイカップ	 ○ナップザックなど	 	 

○水筒（保温機能のあるテルモスなどがオススメ）	 

□絵本や参考図書、工夫した教材など、これは使える！為になる！講師の魅力をＵＰす

るあなたのお気に入りグッズを一品お持ちください（もちろん複数でも大歓迎）	 

○差し入れ大歓迎！	 

□インストラクターハンドブック	 	 

	 最新版（Ver7.0)をお持ちでない方は以下よりダウンロードしてください。	 

	 http://www.naturegame.or.jp/for_member/i-only/	 

	 ログイン ID	 	 instructor	 	 /	 	 	 PW	 	 kawauso	 

	 

※以下お持ちでない方は申込書にて注文ください。当日お持ちします。	 

	 □『空と大地が私に触れた』（2160 円/1 冊）	 	 □入門講座テキスト(52 円/1 冊）	 	 	 

	 

	 

＜個人情報について＞	 

	 当日は参加者の名簿（氏名／ふりがな／都道府県名のみ掲載）をお配りする予定です。	 	 

	 掲載を控えたい方は事前にご連絡ください。	 

	 

＜お申込み方法＞	 	 	 
	 参加申込書をFAX又はメールでお送りください。	 
	 
	 申し込み後10日以内に参加費20,000円を下記の口座へお振込みください。	 

	 
	 

＜キャンセルについて＞	 
	 都合で参加できなくなった場合は、至急連絡をお願いします。（参加費の入金前でも必ず）。	 
	 以下のキャンセル料と送金手数料を差し引いてご返金いたします。	 
	 

1/23まで	 キャンセル料なし	 

1/24～2/16	 5,000円	 

2/17～	 又は連絡がなかった場合	 全額	 

	 

	 	 みずほ銀行	 新宿支店	 普通	 ５４６７９０９	 
	 	 公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会指導部	 
	 
	 ※振込者の名前の後に会場名「ミヤギ」と入れてください	 
	 	 例）タカギレニ	 ミヤギ	 



＜アクセスと集合について＞	 

	 

●公共交通機関（バス）で移動する場合	 

タケヤ交通（http://www.takeyakoutu.jp/sendaiseiburaina.html）	 

	 仙台駅西口側	 63 番乗り場	 かわさきまち行き	 	 

	 仙台駅前 12：30	 →	 13：33 里山地区入口	 	 片道 1080 円	 

	 

	 

	 

●車で移動する場合	 

みちのく公園は、仙台市と山形市を結ぶ国道２８６号沿いにあり、仙台市と山形市のほ

ぼ真ん中、どちらからも約１時間ほどのところにあります。	 
	 

	 東北自動車道	 村田 JCT より山形自動車道を利用	 

	 	 	 	 	 	 	 	 仙台宮城 IC～宮城川崎 IC	 ……	 約 20 分	 

	 	 	 	 	 	 	 	 福島飯坂 IC～宮城川崎 IC	 ……	 約 45 分	 

	 	 	 	 	 	 	 	 盛岡 IC～宮城川崎 IC	 ……	 約 2 時間 30 分	 	 

	 山形自動車道を利用	 

	 	 	 	 	 	 	 	 山形 IC～宮城川崎 IC	 ……	 約 20 分	 

	 	 	 	 	 	 宮城川崎 IC から公園までは直進約 10 分	 

	 

	 	 	 	 

	 

※里山地区入口から会場までは

車で約 10 分ですが、徒歩だと

60 分以上かかります。	 

	 バス停からはスタッフの車で

送迎しますので、上記のバス

に乗車するようにしてくださ

い。	 

 

※公園内、途中ゲートが閉まっ

ているかもしれません。係の

人に「ネイチャーゲームで来

た」旨伝えて、通って下さい。	 
 


