
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第530回 NACS-J

自然観察指導員講習会

写真を高解像度＆顔かけていないのに変える

2017年10月21日～22日

秋田県立保呂羽山少年自然の家

50名（申込多数の場合は抽選）

• 満18才以上で、1泊2日の全プログラムを受講できる方

• 自然保護教育の必要性を認識し、自然観察活動の推進に

意欲があり、できるところから実践の第１歩を踏み出す

意欲のある方または現在活動されている方

■開催日

■会 場

■定 員

■対象者

※雨天の場合も実施します

■費用

※受講料、初年度登録料、NACS-J個人会費（裏面参照）、
テキスト代、保険料、宿泊食費（1泊3食）を含みます

25,000円（NACS-J会員は20,000円）

共催：(公財) 日本自然保護協会・秋田県・秋田県自然観察指導員連絡協議会

横手市大森町八沢木大木屋73 ℡: 0182-26-6011

NACS-J「自然観察指導員」は、地域に根ざした

自然観察会を通じて自然を守る仲間を増やし、自

然を守るボランティアリーダー。これまでに全国

で約29,000人の方が登録されています。

本講習会では、野外実習・講義等を通じて、自然

保護の考え方や自然観察の手法を学びます。また、

感動や気づきを引き出し、自然の魅力を人と共有

し、自然の大切さを広める「自然観察指導員」と

しての素養を磨きます。

例えば以下のようなことが身に付きます。

「自然かんさつ」からはじまる自然保護

• 自然のしくみ、生き物同士のつながり、
人との関りなどの、自然を正しく伝え
るのに必要な「自然のみかた」

• 自然のしくみや自然保護を日々の暮ら
しで意識できるようになる力

• 観察会の参加者から興味や疑問を引き
出し共有・啓発するインタープリ
ター・ファシリテーターとしての素養

• 観察会で必要なリスクマネージメント
等の基礎知識

• 自然観察会の具体的なノウハウ
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■お問い合わせ先

（公財）日本自然保護協会 自然観察指導員講習会担当

〒104-0033 東京都中央区新川1-16-10 ミトヨビル2Ｆ

TEL：03-3553-4108 メール：kansatsu1978@nacsj.or.jp

■プログラム概要

■講師紹介

■申し込み方法

相模原市立博物館学

芸員（生物担当）
日本自然保護協会

NACS-J自然観察指導

員東京連絡会

(NACOT)

／独立行政法人国立

沼津工業高等専門学

校教授

秋山 幸也 勝山 智男 福田 博一

（申し込み期間 2017年9月4日 (月)～9月25日(月) ※必着）

■ NACS-J自然観察指導員の登録とNACS-Jの入会
全日程を修了し、登録申請された方は、NACS-J自然観察指導員として登録されます。登録の条件として「NACS-J普通会員」である
こととしています。会員でない方は、講習会の受講時に入会することができます。入会に関しては受講確定後詳しくお知らせします。

■ 事前承認事項（個人情報・安全管理等について）
お申込書等で収集した個人情報は、本事業及び関連事務にのみ使用し、それ以外の目的に使用することはありません。講習会の日程・
内容・諸費用・参加の可否・事務処理等について、事前の予告なく変更・中止される場合があります。これにより生じた損害・賠償等に
ついて、主催者は一切その責を負いません。また、発生した怪我や事故の対応については、主催者は該当する保険の範囲内のみといたし
ます。事故を防止するために主催者の安全管理に加え、参加者おひとりおひとりのご協力をお願いいたします。故意にプログラムの進行
を著しく妨げる行為があった場合は、その後のプログラムへの参加をご遠慮いただく場合があります。以上を参加申込時における事前承
認事項といたします。

①か②の方法でお申し込みください

①下記の専用ウェブフォームから申込む ②下記宛先にメールか郵送で申し込む

【申込先】秋田県生活環境部自然保護課調整・自然環境班
〒010-8570 秋田市山王 4 丁目 1-1

TEL：018-860-1613 E-mail：shizenhogoka@pref.akita.lg.jp

【必要記載事項】
1.氏名（フリガナ） 2.性別 3.年齢 4.生年月日 5.郵便番号 6.住所
7.電話番号 8.メールアドレス（あれば） 9.職業 10.所属団体（あれ
ば） 11.NACS-J会員の方は会員番号 12.何で講習会を知ったか
13. 自然観察会の活動歴や、参加の動機、今後の活動の希望をご
記入ください。（150字程度・書式自由） 14.事前承認事項をご承諾い
ただけますか。

開始終了時間 内容

1日目
9:30～21:00
（受付9:00～）

野外実習① 自然観察の視点：
森を通して自然のしくみを見にいこう

講義① 自然の保護：
生物多様性の保全と私たちのくらし

講義② 自然の観察：
自然観察会と指導員の役割

2日目 8:30～16:30

野外実習② 自然観察の素材：
こんなテーマで自然を観察しよう

野外実習③ 自然観察会の企画：
自然観察会の下見から展開を考えよう

野外実習④ 自然観察会の開催：
実際に自然観察会をやってみよう

https://goo.gl/UD4hk4

この空きスペー
スにNACS-Jプチ

紹介入れられる
と良い
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