「ボランティア養成講座」募集のお知らせ
㈳エヘガザルは乗馬体験を通し、子どもたちが
生き生き過ごすことを柱として、様々な施設な
どの訪問も行っています。このような活動に賛
同してくださる皆さまのご協力をお待ちして
おります。

■賛助会員
趣旨に賛同し、支えていただくための会員
です。

賛助会費 3,000 円／1 年
■特別寄付
牧場運営には馬、馬具、馬房をはじめとし
た設備費、人件費など多額の資金が必要で
す。牧場維持のための資金の援助として寄
付をお願いします。

■会費と寄付の振込先
郵便口座 00870-8-204945
(社)エヘガザル

エヘガザルでは、ふじのくに（静岡県）活動助成基金の助成を受け
ることが決まり、11 月から来年 3 月まで“馬の力で人の健康をとり
もどすボランティア作戦”ということで、ボランティア養成講座を開
講します。(富士宮市・富士宮市教育委員会の後援を受ける)
馬と人の関係が見直されている今、なぜ馬なのか、子どもの成長に
どのようにいいのか、大人の乗馬の意義についてなど、

５つの講座

①子どもの現状・把握 ②発達障がいの子どもたちと向きあう
③馬と子ども ④馬との関係作り ⑤馬のケアについて
３つの講演会(詳細下記)
実際に馬に触れる体験(10 回)

を通して知ってもらい、今後、馬と人に関わるボランティアを養成す
る講座です。ボランティア活動があまりできなくても、馬のこと、子
どもたちを取り巻く環境などを知っていただき、実際に馬との触れ合
いを体験していただく内容です。ふるってご参加ください。
【開講式】11/18(日)14:00～ 富士宮市立中央図書館和室
【申込み】11/12(月)までに、FAX0544-58-4580 か、または
masako326@gmail.com にご連絡ください。
★詳しい日程等は別紙チラシ、エヘガザルのホームページをご覧ください。

３つの講演会のお知らせ
つぼね

Ⅰ 局 博一 氏

(東大大学院農学生命科学研究科特任教授／東大名誉教授)

『馬と人の文化のこれからをみつめて』

9/29 三世代交流乗馬会で、おばあちゃんが乗っ
ているキクの引き馬する 3 歳のＭちゃん

【日 時】12 月 1 日(日)10:00～12:00
【場 所】富士宮市立中央図書館視聴覚ホール
【参加費】無料
【申込み】11/26(月)まで

Ⅱ 安田 寛二 氏

(国立病院機構静岡富士病院小児科医師)

『広汎性発達障がいの子どもたちの理解に向けて』
【日 時】2013 年 1 月 19 日(土)10:00～12:00
【場 所】富士山環境交流プラザ
【参加費】無料
【申込み】1/15(火)まで

Ⅲ 梅木 康裕 氏
自動車の場合

東名高速道路を使う方

富士 IC→西富士道路→しばらく進んだ後、
右折して富士山スカイライン(登山道)へ進む。
→山宮の信号を約２，５キロ直進。
看板あり富士インターより約 30 分
★電車、バスなど公共の交通機関はありません。

富士宮市山宮 3645-100

☎090-4409-0401

(阿蘇 夢☆大地グリーンバレー (有)梅木観光社長)

『ホースセラピーには馬をセラピーホースに、馬の馴致について』
【日 時】2013 年２月８日(金)19:00～21:00
【場 所】富士宮市民文化会館第１展示室
【参加費】無料
【申込み】2/3(日)まで
★いずれも申込みは FAX 0544-58-4580 か、
または、masako326@gmail.com にご連絡ください。

発行元 : 一般社団法人エヘガザル富士山牧場
エヘガザル モンゴル語 「始まりの場所」
サリフ モンゴル語で「風」を表すことば。
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エヘガザルの夏から秋
今年の暑い夏を馬たちは元気に過ごし、食欲の秋を迎えています。5 月に
常田さん※１の「ST ホーストレーニング」と中島さん※２の「ホース イン
フジ」と「エヘガザル」の馬に関わる３団体と粟倉出身の佐野和彦市会議員
の４者でふじのくに乗馬振興会をたちあげました。北部地域と富士宮市の活
性化を目指して、活動をしていこうというもので、その第 1 歩がふじさん馬
まつり（７/30）でした。須藤市長よりお祝いのご挨拶をいただき、北部地
域の市会議員の皆さんもいらしてくださいました。野あそび会の子どもたち
の騎乗の様子や、来場の方に馬に乗るゲームに参加していただき圧巻は常田
さんのレイニングのデモンストレーションでした。本人の解説つきでわかり
やすく、ノンブライダル（ハミと手綱なし）の騎乗も見事でした。
夏休みは春と同じように、ファームステイ（一日牧場体験）も行い、多く
の子どもたちが参加しました。野あそび会のキャンプは例年とおなじく２回
行いました。後半は 28 名の参加となり、馬６頭を連れて YMCA に行き、
起伏の多い自然の中をみんなで乗り、いつもと違う体験をしました。四苦八
苦しながらも子どもたちは馬を楽しみいい友達になっています。（まさこ）
※１常田修児さん：ウエスタン競技のひとつのレイニングのライダーでありト
レーナーとしても活躍。2010 年、2011 年の九州大会では、自馬で優勝。2009 年
～2012 年の山梨県八ヶ岳の競技会でも夫妻で馬とともに見事な成績をあげる。
※２中島小織さん：子どもの頃から乗馬クラブに通う。国内での競技活動の後、
10 年以上のドイツ留学の経験を活かし、現在はプライベートな厩舎を営む。日
体協・公認馬術コーチ及び日本馬術連盟・審判員資格を保有し全日本馬術大会
や国体審判団員を務める。

活

動
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秋から冬のスケジュール

告

■ 7/29 第 1 回 ふじさん馬まつり
『ふじのくに乗馬振興会』で取り組む初めての“馬まつり”です。
パンやクッキー、焼きそば、ニジマス、ギョーザ、スムージーなどの食べ物や、
震災応援の水の販売の出店など 10 店舗も出て、大
いににぎわいました。
須藤市長のあいさつでは、
「市としても馬を介在
とした事業をすすめていきたい」と話されました。
サッカーのリフティングショー、笑楽天鼓の太鼓
の演奏も、会を盛り上げてくれました。
参加者は引き馬はもちろん、ゲームでパン食
い競争ややぶさめ体験、ピンポン玉運びなどを
楽しみました。
何といっても常田修児さん
とシュガーのウェスタンスタ
イルのレイニングは迫力満点
でした。

エヘガザルは 3 ヶ月に１回サリフを出していますが、今回は 1 ヶ月遅れとなり
ました。この秋から冬に向けて、行事やイベントがいっぱいです。まずは、11
月 10・11 日に御殿場市馬術・スポーツ競技場で行われるオール オープン ホー
スショウがあります。これに野あそび会のメンバー6 名と個人レッスンに来てい
る３名が参加します。11 月 25 日は流鏑馬（やぶさめ）大会です。家族の皆さん
に見ていただきます。12 月 2 日には第２回 3 世代交流乗馬会です。12 月 23 日は
野あそび会大運動会です。28 日は恒例のチェリーのスキー教室（第 2 回は 2 月
16 日）があります。冬休みのファームスティは 12 月 25、29、30 日と 1 月 4、5
日の 5 日間行います。(詳細は下記)

10
月

22 日、27 日
21 日(日)
４日(日)
５日、12 日
19 日、26 日

11
月

10、11 日
18 日(日)

勤労青少年ホーム乗馬講座
旭出学園まつりで引き馬
ぱからん
勤労青少年ホーム乗馬講座
オールオープンホースショウ(御殿場)
勤労奉仕とバーベキュー大会
ボランティア養成講座開講式
14:00～

25 日(日)
１日(土)
２日(日)

12
月
■ 野あそびキャンプ

３日、10 日
17 日
23 日(日)

市立中央図書館和室

やぶさめ大会
局 博一氏講演会
10:00～12:00

市立中央図書館視聴覚ホール

三世代交流乗馬会、YMCA 横浜
勤労青少年ホーム乗馬講座
大運動会(24 日予備日)

26 日(水)

常葉大学学生体験

28 日(金)

スキー教室①

馬 6 頭に 28 人の子ども
たち。順番に乗り替わっ
て広い草原を散歩。

乗馬だけでなく、馬の手入れ、
エサ作り、馬房そうじなども経
験できます。また、自然の中で
の活動やゲームで楽しみます。

風が気持ちよかった!
【対象】 小学校 1 年～中学生

【日程】 12 月 25、29、30 日と 1 月 4、5 日
毎日来てもいいし、1 日か 2 日だけの参加でも大丈夫です。
【時間】 9:30～16:00 (保護者が牧場送迎)
送迎できない場合は、富士宮駅、野中保育園北側駐車場、
根南小、大富士小など送迎スポットを予定。
朝霧高原に馬 6 頭が集結。伸びきった新鮮な草を
夢中で食べています。お腹いっぱいのクリスは、暑
さをさけて鞍の下でまどろんでいます。

2 日目の朝ごはん、食欲は朝からモリモリ。

【料金】 1 日 3,000 円 (送迎付 500 円加算)
(お弁当、飲み物、おやつ持参)

★申し込みは前日の昼まで。定員は、1 日 12 名まで

