
 

 

2014年度総会の報告 

三嶋秀恒（松戸市） 

開催日：2014年2月11日（火・祝日） 
場 所：千葉市生涯学習センター 大研修室 
出席者：62名、委任者数：131名 計 193名、会員数：292名（2月 10日現在） 
特別講演（司会・講師紹介：伊藤道男）    13：00～14：100 

「身近な自然の観察を学校教育の場で支援するネットワーク」 

講師：SSN担当：佐口美智子、事例報告：山田益弘（千葉市）、松川 裕（四街道市） 

総会（司会・進行：佐野由輝）     14：20～15：30 
議題：13年度行事報告・会計報告・監査報告、14年度行事・予算案提案 
議長：高木純一（習志野市）、書記：武田宏子（千葉市）・渡辺幸子（四街道市） 

＊特別企画：「自然観察会～地域での SSN活動の紹介・体験」09：30～11：45 
担当：八木千里、①白井、②四街道、③松戸、④船橋、⑤千葉 参加者数：31名 

＊懇親会：千葉市生涯学習センター内「うのまる」  15：30～17：30 
担当 盛一昭代・三嶋秀恒 参加者数：44名 

特別企画（自然観察会）：「自然観察会～地域での SSN活動の紹介・体験～」 

予期せぬ雪の中で 31 名が参加し、千葉公園の綿打池・蓮華亭辺りで観察会を実施する計

画であったが、公園内の茶室を利用して各地の小学校で実際に行われているアクティビテ

ィを体験した。自然素材の使い方、子どもとの接し方、地域との協力方法などで、具体的な

ノウハウが惜しみなく披露され、大いに盛り上がった。担当：八木千里 

特別講演：「身近な自然の観察をが学校教育の場で支援するネットワーク」 

1 月 25日（土）清澄庭園大正記念館での NACS-J第 13 回沼田眞賞授賞式および記念講

演会の報告と賞状・記念品の披露が行われました。PPT を使っての講演では、SSN の支援

体制の構築について、学校教育の場で支援活動をする有志の集まり：約 100 名で活動して

おり、14 年間で延べ 50,000 名の活動成果がありました。1）理念の共有化で、私たちにでき

ること、目指すこと：①身近な自然観察を通して、自然の美しさや不思議さ、命のつながりに

気づいてもらう。②地域の歴史や文化をやさしく伝える。③昔からの日本人に受け継がれて

きた自然と人との関わりを伝える。④草花あそびなどの野外での伝承あそび(子どもの文化)

を伝える。2）勉強会の実施、3）フォーマットの作成、4）実施報告書、5）指導員のしおりとア

クティビティ集についての詳細な説明でした。実践事例では、千葉市立横戸小学校の学校

林を活用した総合学習の紹介。谷津田の自然豊かな四街道では、「子どもたちの、生きもの

たちの未来のために」をテーマに、地域で取り組む SSNの活動紹介でした。 

総会：小西代表からの挨拶の後、高木純一さんが議長、武田宏子さんと渡辺幸子さんが書記

に選出されて、議事進行しました。行事報告は小西代表から PPT を使用して詳細に分りや

すく発表があり、会計報告は浦部さん、会計監査報告は嶋野さんから発表があり、承認され

ました。行事案は、昭和の森観察会・東葛しぜん観察会・受託事業等・SSN 関連・研修会等

および予算の提案で、それぞれの担当役員からの熱のこもった説明があり、承認されました。

昨年は NACS-J自然観察指導員講習会が開催されなかったので入会者数が減少したため

会員数は減少、併せて受託事業の減少のため収入減で、今後の運営を危惧されるところで

す。東葛しぜん観察会の代表が交替のため、新役員の山口正明さんが紹介されました。 

懇親会：午前中の雪降りの影響で参加者が少なくなりましたが、1 階の会場に移り、たっぷり

の食事と飲み物で歓談で親睦を深めました。「植物の不思議な生き方」の紹介と盛一さんと

武田さんからホタルブクロウなどの紙芝居があり、楽しい雰囲気で交流しました。 

次ページ：行事報告と 2014行事予定 
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千葉県自然観察指導員協議会

月 昭和の森自然観察会関連 東葛しぜん観察会
（般：一般自然観察会、研：研修観察会）

総会・研修会・ＳＳＮ(小学校自然観察支援ネットワーク) 受託事業等

１月
13日(日)　253回　「冬の野鳥のくらしを観察しよう」
  指導員　16名     担当　木下（順）　藤田（浩）　田邊

20日（日）　87回・般　「冬の樹木や野鳥を見よう」　　中止
　　　　　　　清水公園（野田市）
　　　　　　　担当　片岡　鈴木（と）　高橋

19日（土）月例会（千葉）

２月

10日(日)　254回　中止
　　　　　千葉国際クロスカントリー大会開催のため

17日（日）　88回・般　「春を待つ元気な生き物たち」
　　　　　　　 市川大町自然観察園（市川市）
　　　　　　　 指導員　24名　担当　岩根　高野　勝股

11日(月・祝)　総会　　千葉市生涯学習センター
　特別講演　「里山の魅力を伝える」
　講師　東京情報大教授　・　ナチュラリスト　　ケビン・ショート氏
　特別企画　観察会「協働による公園づくり」　講師　斉藤久芳氏
　懇親会　　　　　　　　　　　担当　盛一　　三嶋
15日（土）月例会（船橋）
22日（金）研修会「山階鳥類研究所と鳥の博物館見学」　担当　田中

3月
10日(日)　255回｢昭和の森から小食土の里を歩く」
　指導員　20名　 担当　武田　綾　川北

　3日（日）　89回・般　「街中の森と巨木を訪ねる」
　　　　　　　　関さんの森（松戸市）
　　　　　　　指導員　21名　担当　田中（玉）　草野　藤田

16日（土）月例会（千葉）

４月

1.2.3.6.7日　カタクリ特別観察会　　　2.3日　中止

14日(日)　256回　「　桜　さくら　サクラ　」
　指導員　13名　  担当　盛一　八木　佐野

　7日（日）　90回・般　「利根運河に春の花を訪ねて」　　中止
　　　　　　　利根運河（流山市）　担当　北山　大木　高橋

　8日（月）59回ＳＳＮ勉強会
　　　「親子で楽しめる観察フィールド・子どもの応急手当の方法」
　　　場所　しらさぎ公園他　　　　　　　担当　河添
19日（金）研修会「春！日本のサクラを楽しもう～ここまで解き明かさ
　　　　　　れた日本のサクラの秘密」
　　　　　　多摩森林科学園 　講師　勝木研究員　担当　佐野　盛一
20日（土）月例会（船橋）

５月

11日（土）　昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　 担当　山下（美）　 山田（益）
12日(日)　257回「生き物いっぱい！昭和の森の
　田んぼ」　指導員　１０名　  担当　武田　　山下

 12日（日）　91回・般　「新緑の森を歩こう！」
　　　　　　　船橋県民の森（船橋市）
　　　　　　　指導員　26名　担当　高野　林　小川

18日（土）月例会（千葉）

６月

1.8.9.15.16日　ゲンジボタル特別観察会
9日(日)　258回　「デンデンムシムシカタツムリはいる
　　　　　　かな？」
　　　　　　指導員　14名　　担当　藤田（英）　　山下
　

2日（日）92回・般　「家紋と植物」
　　　　　八柱霊園（松戸市）
　　　　　指導員　18名　担当　田中（玉）　草野　日野原
30日（日）　66回・研「知っていますか？虫の生活」
　　　　　　　21世紀の森と広場（松戸市）
　　　　　　　指導員　28名　藤田　川瀬

15日（土）月例会（千葉）
17日（月）研修会「初夏のトンボと生きもの観察・湿地の植物たち」
　　　　　　場所　根木内歴史公園
　　　　　　講師　柄澤保彦氏　相澤章仁氏　　　担当　田中

７月

14日(日)　259回　夏の森を歩こう！！　「自然観察
　　　　　　ウォークラリー」
　　　　　　指導員　１５名　担当：竹内 木嶋　川北

27日（土）93回・般　「夏の虫とにらめっこ　虫のごちそうも探検」
　　　　　　21世紀の森と広場（松戸市）
　　　　　指導員　19名　担当　藤田　川瀬　長谷川

20日（土）月例会　（千葉）
11日（木）60回ＳＳＮ勉強会
　　　「親子で楽しめる観察フィールド・子どもの応急手当の方法」
　　　場所　四街道市総合公園　　担当　山田

８月
 11(日)　260回　「トンボとセミ」
　　　　　指導員　11名　担当　小林　花島　綾

31日（土）94回・般　「わくわく夕涼み観察会」
　　　　　　江戸川土手（松戸市）
　　　　　　指導員　21名　担当　渋谷（孝）　三角　杉山　渋谷

17日（土）月例会（船橋）
　　　　　　夏季懇親会

９月

 8日(日)　261回　「秋の虫バッタ」　　　　　中止
　　　　指導員　13名　担当　山田　　藤田（浩）　木下
14日（土） 昭和の森親子田んぼ教室
　　指導員　14名　 担当　山田（益）　山下　佐藤
（ ）

　8日（日）95回・般「我孫子の里山ウォッチング」
　　　　　　　谷津ミュージアム（我孫子市）
　　　　　　　指導員　19名　担当　鈴木（俊）　鈴木（と）　龍門

21日（土）月例会（千葉）
21日（土）61回ＳＳＮ勉強会
　　　「親子で楽しめる観察フィールド・子どもの応急手当の方法」
　　　場所　21世紀の森と広場（松戸市）　担当　佐口

１０月

13日(日)　262回　「里の実り」3時間コース
　　　　　　指導員　13名　担当　川北　小林　武田
　.

3日（木）67回・研「奇跡のはらっぱ」周辺を歩く
　　　　　指導員　18名　担当　三嶋
5日（土）96回・般　「干潟の生き物と遊ぼう！Ｉｎ　三番瀬」　中止
　　　　　　ふなばし三番瀬（船橋市）　担当　山口　田島　吉田

　
19日（土）月例会（船橋）

１１月

10日(日)　263回　「ふしぎ発見！タネの旅」
　　　　　　指導員　14名　担当　晝間　小川

10日（日）97回・般　「鎮守の森から田んぼへぶらり」
　　　　　　実籾本郷公園（習志野市）
　　　　　　指導員　１５名　担当　宮川　勝股　伊藤　林

16日（土）月例会（千葉）
23日（土）～24日（日） フォローアップ研修会
　　　　　　場所　千葉県立君津亀山少年自然の家　担当　　田中
18日（月） 62回ＳＳＮ勉強会
　　   「親子で楽しめる観察フィールド・子どもの応急手当の方法」
　　    場所　大網白里市　　　　　　　担当　八木

１２月
 8日(日)　264回　里山の暮らし「お正月飾りを作ろ
う」
　　　　指導員　11名　担当　佐藤（一）　奥村　小林

　7日（土）66回・研　「樹木こぼれ話Ⅱ」　担当　小島
　　　　　　　 2013年度総会　　　　　　　　担当　渋谷
　　　　　　　 指導員　25名　松戸市民会館（松戸市）

21日（土）月例会（船橋）

千葉市関連
１．大草谷津田いきものの里自然観察会(18回)
　　第1・第3日曜日／月（1月・4月第1日曜日除く）
　　指導員　36名　　担当　　山岸　木下
２．ふれあい自然観察会（4回）
　　2月23日　和仁他5名　 6月22日　盛一他5名
　　7月28日　花島他7名　　11月4日（雨天中止）
３．都川水の里公園自然観察会
　　7月15日　　山下　　晝間
４．稲毛海浜公園自然観察会
　　5月11日　田島　盛一　　１０月13日　盛一　岩澤
　　12月21日　盛一　田島

ちば里山センター関連
   2月2日（土）野鳥観察会

千葉県緑化推進委員会との協働事業
　　2月16日（土）根戸森の身近な自然観察会（鈴木）
　　3月2日（土）　芽ぐみの森にウソを訪ねて（盛一）
　　10月20日（日）　秋のキノコ観察会（真鍋）
　　11月９日（土）　歩楽里多日親子観察会（栗山）
　　11月30日（土）森の中でいろいろな秋探し（米澤）
　　12月14日（土）　森のお祭り　（太田）

団体・企業等
１．長生・山武自閉症協会「自然散策会」
　　11月30日　山下　花島
２．Ｗｉｌｌクラブ自然観察会
　　12月23日　藤田　　山下
３．千葉市ユースホステル関連
　　6月8日・15日　ゲンジボタル観察会
　　　　　綾　小林　佐藤　竹内　武田　山下
　　7月22日・25日　バーベキューと夜の探検
　　　　　岡田　川北　小林　武田　芳我　山下
４．印旛地区教育研究会生活科研究部研修会
　　8月7日　　河添　山田
５．野外体験指導者研修会
　　11月17日　内久根　渋谷　日野原
６．有吉中学校区青少年育成委員会｛秋探検」
　　10月19日　木下
７．米沢の森生き物調査・観察会
     1月19日　　３月２日　　　谷
　
　

２０１３年度行事報告
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千葉県自然観察指導員協議会

月 昭和の森自然観察会関連 東葛しぜん観察会
（般：一般自然観察会、研：研修観察会）

総会・研修会・ＳＳＮ 受託事業等

１月
12日(日)　265回　「下タ田池のカモたちを観察しよう」
                     担当　木下（順）　坂本　綾

19日（日）　98回・般　「冬の自然を楽しもう」
　　　　　　　清水公園近辺（野田市）
　　　　　　　担当　片岡　鈴木（と）　西池

18日（土）月例会（千葉）

２月

16日(日)　266回　「植物のもう一つの顔:冬芽の観察」
　　　　　　　　　担当　木嶋　佐野

16日（日）　99回・般　「春はもうそこまで来ています」
　　　　　　　 21世紀の森と広場（松戸市）
　　　　　　　 担当　勝股　小島　高橋

11日(火・祝)　総会　　千葉市生涯学習センター
　特別講演「身近な自然の観察を学校教育の場で支援するネットワーク」
　報告　佐口　松川　山田
　特別企画　観察会「地域でのＳＳＮ活動の紹介・体験」　　懇親会
15日（土）月例会（船橋）

3月
9日(日)　267回｢里山歩き」3時間コース
          　　　　　　 担当　武田　綾　小林

　9日（日）　100回・般　「冬芽と木肌を観てみよう」
　　　　　　　　香澄公園（習志野市）
　　　　　　　　担当　米澤（理）　米澤（裕）　　龍門

15日（土）月例会（千葉）

４月

13日(日)　268回　「　春の花　」
　　　　　　　　　　  担当　盛一　八木

　6日（日）　101回・般　「利根運河に春の花を訪ねて」
　　　　　　　利根運河（流山市）
　　　　　　　担当　北山　高橋　長谷川

15日（火）研修会「ヒカリモの観察と鳥の空間利用を調べよう」
　　　　　　谷津ﾐｭｰｼﾞｱﾑ（我孫子市）　講師　浅間　茂　　担当　田中
19日（土）月例会（船橋）

５月

11日(日)　269回　「春の里山」3時間コース
　　　　　　　　　　  担当　小林　川北
10日（土）　昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　　担当　山田（益）　山下（美）

 3日（土）　102回・般　「森で不思議探検ツアー！」
　　　　　　　オオタカの森（流山市）
　　　　　　　担当　川瀬　西池　片岡

17日（土）月例会（千葉）

６月
 8日(日)　270回　「水辺の生き物」
　　　　　　　　　　　担当　山下　小川
　

 1日（日）103回・般　「自然博物公園で生き物を探そう」
　　　　　　　　こんぶくろ池（柏市）
　　　　　　　　　担当　日野原　大貫　市川

21日（土）月例会（船橋）
未定     63回ＳＳＮ勉強会 「観察会に役立つとっておきのグッズ紹介」
　     　　 場所　四街道市　　　　　　　担当　山田

７月

13日(日)　271回　「トンボ」
　　　　　　　　　　　担当：佐野　井上
20日（日）　昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　　担当　山田（益）　山下（美）

27日（日）104回・般　「干潟の生き物と遊ぼう！Ｉｎ　三番瀬」
　　　　　　ふなばし三番瀬海浜公園（船橋市）
　　　　　　担当　山口　田島　鈴木（俊）

19日（土）研修会「亀研修」　　　　　匝瑳市
　　　　　　講師　小賀野大一　　　　　担当　　佐藤
19日（土）月例会　（千葉）

８月

10(日)　272回　「セミのふしぎ」
　　　　　　　　　　　担当　晝間　藤田

 3日（日）105回・般　「夏の虫にズームイン！」
　　　　　　21世紀の森と広場（松戸市）
　　　　　　担当　藤田　長谷川　草野

16日（土）月例会（船橋）
16日（土）夏季懇親会
未定     64回ＳＳＮ勉強会 「観察会に役立つとっておきのグッズ紹介」
　     　　 場所　千葉市　　　　　　　担当　八木

９月

 初旬　  昭和の森親子田んぼ教室
　　　　　　　　　　　 担当　山田（益）　山下（美）
14日(日)　273回　「秋の虫バッタ」
　　　　　　　　　　　担当　山田　　花島

　7日（日）106回・般「オニヤンマと会おう」
　　　　　　　大町自然公園（市川市）
　　　　　　　担当　鈴木（俊）　米澤（理）　塚原

20日（土）月例会（千葉）
27日（土）～28日（日）
　　　　　　NACS-J自然観察指導員講習会
　　　　　　千葉県立手賀の丘少年自然の家/手賀の丘公園

１０月
12日(日)　274回　「どんぐり」
　　　　   　　　　　　担当　田井中　岡田
　.

19日（日）107回・般　「里山で素晴らしい秋を見つけよう」
　　　　　　鈴身川周辺（船橋市）
　　　　　　担当　勝股　伊藤　宮川

18日（土）月例会（船橋）
25日（土）研修会「ネイチャーフィーリングの基本体験」　　千葉市
　　　　　　講師　鳥山由子氏

9日(日)　275回　「　秋の里山」3時間コース
　　　　　　　　　　　担当　武田　綾

 9日（日）108回・般　「我孫子の史跡と自然を訪ねて」
　　　　　　ふるさと散歩コース（我孫子市）
　　　　　　担当　小島　龍門　鈴木（と）

中旬　　　宿泊研修「世界遺産富士山の自然を満喫しよう」
　　　　　　山梨・静岡県
15日（土）月例会（千葉）

　6日（土）69回・研　「コケ植物」　担当　内久根
　　　　　　　 2014年度総会　　　　　　　　担当　山口
　　　　　　　 松戸市民会館（松戸市）

１２月
14日(日)　276回　「里山の暮らし」
　　　　　　　　　　　担当　須田　木嶋

14日（日）109回・般　「クラフト」（正月向け）
　　　　　　　  松戸市民会館（松戸市）
　　　　　　　　担当　草野　日野原　三角

20日（土）月例会（船橋）
未定     65回ＳＳＮ勉強会 「観察会に役立つとっておきのグッズ紹介」
　     　　 場所　白井市　　　　　　　担当　佐口

ＳＳＮ⇒小学校自然観察ネットワーク  　　 月例会　千葉＝中央コミュニティセンター　船橋＝中央公民館

千葉市関連
１．カタクリ観察ガイド　  4月初旬
２．ゲンジボタル観察会  6月初旬
３．ふれあい自然観察会（4回）
　　2月22日　 6月初旬　7月下旬　10月中旬
４．大草谷津田いきものの里自然観察会(22回)
　　第1・第3日曜日／月（1月・4月第1日曜日除く）
５．都川水の里公園自然観察会　　7月13日

千葉県緑化推進委員会との協働事業
　  団体　日時未定

団体・企業等
１．長生・山武自閉症協会「自然観察会」
　　期日未定
２．Ｗｉｌｌクラブ自然観察会
　　期日未定

　

　　　しおかぜ発行
　　編集担当   （印刷・発行）

　 １月１日発行　１６６号発行
　　　担当　太田　　　　（千葉②Gr．）
　 ３月１日発行　１６７号発行
　　　担当　三嶋　　　　（ 四街道Gr ）
　 ５月１日発行　１６８号発行
　　　担当　高木　　　　（東葛Ｇｒ）
　 ７月１日発行　１６９号
　　　担当　伊藤　　　　（ 千葉①Gr．）
　 ９月１日発行　１７０号
　　　担当　太田　　　　（千葉②Gr．）
　１１月１日発行 １７１号
　　　担当　高木　　　　（ 四街道Gr ）

２０１４年度行事予定

１１月




