自然とふれあう行事一覧表（３０年４月）
月

行

事

名

場所・時間等

対象：ネイチャーゲームを通
して自然を感じてみたい方な
らどなたでも
定員：30名(先着順)
みんなで桜もち作りに挑戦し、作った桜もちを
時間：10時～15時30分
持って花見をしよう。
場所：ときわ少年キャンプ場
桜の木だけでなく、桜の木とともに春を彩る様々 (宇部市)
な自然にも目を向けてみよう。
参加費：400円
申込方法：電話、FAX、E-mail

春のネイチャーゲームの会
1

1

日

日

ときわ公園 山口ゆめ花博連携イベント
さくらまつり2018
音楽やダンスのステージ、屋台村やスイーツも楽
しめる「さくらまつり2018」を開催します。

時間：10時～15時
場所：ときわ遊園地ほか

連絡先

宇部シェアリングネイャー
の会
（事務局：村田）
(TEL/FAX：0836-55-5631)
(E-mail：
ramun@oregano.ocn.ne.jp)

公園整備局 ときわ公園管
理課 活性化推進係
(TEL：0836-54-0552)

大道理芝桜まつり(～5/6)
2

月

場所：周南市大字大道理
棚田のあぜ道に咲く10万本以上の芝桜を自由に散 参加費：200円(大人お1人様に
策できます。散策路の途中には軽食コーナーや売 つき200円程度の緑化協力金を 大道理夢求の里交流館
(TEL：0834-88-1830)
店もあります。
お願いしております。)※障害
者、子供は無料
※花の状態によって日時が変わる可能性がありま
す。

「ながとまち旅コレクション･プレ大会」
草木でオリジナルハンカチとスカーフを 定員：20名(先着順)
時間：9時30分～15時(集合時
(一社)長門市観光コンベン
染めましょう (3/25、3/29、4/5)
間9時)
5

木

地元で採れた草木で、簡単な「しぼり染め」をし
ます。1日がかりの仕事になるので昼ごはんにお
いしいむすびを握り、みんなで食べましょう(料
金に昼食代が含まれています)。
※申込期限：実施日の7日前まで
(定員になり次第、締切)

集合場所：木津区民館(長門市
俵山1336-2）
参加費：3000円(ハンカチ)、
もしくは4000円(スカーフ)
服装･持参物：エプロン
申込方法：電話、FAX、E-mail

みんなで楽しむ天体観測(第1回)
春の星座を観測しよう

5

木

対象：県民の皆さん
定員：各回25名(中学生以下は
･天体望遠鏡による星の観測
保護者同伴)
･季節を代表する星座の観測
時間：19時～20時30分
･天体望遠鏡の使い方
※雨天時はプラネタリウムによる解説と、希望者 申込方法：電話、FAX、Email、ウェブサイト
は電子顕微鏡や顕微鏡を使った観察活動
※申込期限3/29(木)
※定員に達し次第締切

ション協会
(TEL：0837-22-8404)
(FAX：0837-22-8409)
(E-mail：post@nanavi.jp)
※TEL、FAXでの受付は平日8
時30分～17時まで

やまぐち総合教育支援セン
ター
教育支援部
(TEL：083-987-1190)
(FAX：083-987-0209)
(E-mail：
gakko@center.ysn21.jp)
http://www.ysn21.jp/
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万倉の大岩郷･金毘羅参拝と大岩郷で餅つ
定員：20名（先着順）
き
(小中学生、幼児の参加は要保

7

7

土

土

護者同伴）
のどかな春の一日に、大岩郷付近を歩いてみませ 時間：9時45分(受付開始）～
んか。山頂にある金毘羅の祠を訪ねたあと、整備 14時
された大岩郷の広場にて、餅つきを行います。
集合場所：万倉の大岩郷駐車
場
コース 大岩郷岩巡り→金毘羅山→広場で餅つき 参加費：2000円（昼食代、保
→解散(→希望者のみ桜山総合公園へ移動し、美 険、資料代込）
祢市の地質を学習します)
持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具
※申込期限4/2(月)

対象：各種目を完走できる健
康な方。ただし、高校生以下
第37回田布施川桜まつりロードレース大 は保護者の同意を得て参加し
てください。また、未就学者
会
は保護者の同伴が必要です。
受付時間：8時～9時
コースは、さくら橋～田布施川付近周回～さくら 会場：山口県熊毛郡田布施町
橋(スタート・フィニッシュ)とする2㎞、5㎞(中 田布施川さくら橋周辺
学生以上)、10㎞(高校生以上)の3種目あります。 参加費：一種目につき大人(高
ゲストランナー谷本有紀菜(田布施町出身)
校生以上)2500円、小人(中学
生以下)1000円
※小雨決行
申込方法：①インターネット
※申込期限2/28(水)
サイト(RUNNET)②田布施町ス
ポーツセンター窓口の専用申
込用紙

秋吉台地域エコツーリズム
協会事務局
(TEL：0837-63-0055)
http://www.akiyoshidaiecotour.org/

田布施町スポーツセンター
田布施川桜まつりロード
レース大会実行委員会
(TEL/FAX：0820-52-3832)

「ながとまち旅コレクション･プレ大会」
マイナスイオンたっぷり!歩きながら旬の 定員：10名(先着順)
時間：10時～12時(集合時間9
(一社)長門市観光コンベン
山菜採り (3/24、4/7)
時50分)
7

土

山歩きと山菜採り!沢わさび、タケノコ、クレソ
ン、タラの芽、セリなど採れたての天ぷらとコシ
ヒカリおむすびを食べよう!お得な俵山温泉入浴
券付です。
※申込期限：実施日の5日前まで
(定員になり次第、締切)

集合場所：俵山上政営農倉庫
(長門市俵山5494）
参加費：3000円
服装･持参物：長靴、山歩きに
適した服装
申込方法：電話、FAX、E-mail

ション協会
(TEL：0837-22-8404)
(FAX：0837-22-8409)
(E-mail：post@nanavi.jp)
※TEL、FAXでの受付は平日8
時30分～17時まで

SAKURAアーチフェスタ2018
7

7

土

土

周南市美術博物館から毛利町一帯までの桜並木通
りを主体とし、周南市の桜の魅力を県内以外へと
発信します。
今年は初めて夜まで開催し、夜桜ライトアップを
お楽しみいただけます。その他、ステージイベン
ト、キッズコーナー、飲食ブースなどあります。

時間：15時～20時30分
場所：周南市毛利町周辺一
帯、山口県周南総合庁舎敷地
内

定員：10名(先着順)
時間：10時40分～17時10分
八島の桜とツワ狩りツアー
集合時間：9時30分
集合場所：上関町総合文化セ
八島島内を巡り、桜やツワブキ採取などを楽しん ンター前
でみませんか?碧い海などとてもきれいな八島の 参加費：2000円(お弁当、お茶
景色をご堪能いただけると思います。
代込)※別途船賃580円が必要
です。
※雨天、荒天時は中止
服装：運動のしやすい、汚れ
※申込期限3/30(金)
てもいい服装、運動靴
申込方法：電話

(公社)周南青年会議所
(電話：0834-29-1436)

八島地域おこし協力隊
(担当：杉渕)
(TEL：0820-62-1822)
(携帯：090-1260-5436)
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第15回大正洞桜まつり
時間：10時～15時

8

秋吉台エコ・ミュージアム
日 大正洞入口に並ぶ桜並木が美しいです。各種イベ 場所：秋吉台エコ・ミュージ (TEL：08396-2-0605)
ントも開催されます。
アム前(美祢市美東町)
･化石採集体験･グラウンド･ゴルフ大会･草木染体
験コーナー･移動動物園･桜マーケットバザー等

バードウォッチング入門①
～さえずる鳥を観察しよう～
8

日

時間：10時～12時
集合場所：きらら浜自然観察
春になると、園内では様々な鳥のさえずりを聞く 公園ビジターセンター
ことができます。鳥たちがさえずる様子を観察し 参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）
て、それぞれの特徴を確かめましょう。
持ち物：双眼鏡は無料で貸出
しいたします。
※雨天の場合は、館内から野鳥観察やビデオ上映
を行います。

自然観察教室「サクラの観察」
8

日
※申込開始3/8(木)から

対象：小学生～一般(小学生以
下は保護者も一緒にお申し込
みください。)
定員：10人（先着順）
時間：10時～12時
参加費：300円(要別途観覧料)
申込方法：来館、電話、FAX、
E-mail

県立きらら浜自然観察公園
(TEL：0836-66-2030)
http://kirara-h.com/

防府市青少年科学館ソラー
ル
(TEL：0835-26-5050)
(FAX：0835-23-6855)
(E-mail：
oubo@minos.ocn.ne.jp)
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/

下関地区探鳥会
8

日

角島の野鳥観察
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
上、お越しください。

時間：8時～12時
（集合時間：8時）
場所：下関市豊北町角島
集合場所：下関市JR山陽新幹
線新下関駅西口

日本野鳥の会山口県支部
下関地区
担当：豊田
(TEL：090-1336-2752)

※悪天候中止

時間：10時～14時
場所：山口市宮野岩杖「森の
夢」
参加費：会員/中学生以上400
山菜採りをし、しだれ桜を楽しもう
円、4才～小学生200円、3才以
昼食は、みんなでドラム缶でピザを焼いて食べま 下無料※一般の方はそれぞれ
しょう。
200円増し(3才以下は無料)
持参物：軍手、水筒
※申込期限3/31(土)
服装：長袖、長ズボン
申込方法：電話、FAX

春を楽しむ会～山菜採りと花見～
8

日

マロニエの森の会
事務局(杉山)
(TEL：083-928-0614)
(FAX：083-928-0638)
ww5.tiki.ne.jp/~shro/topp
u.htm

青海島千本桜まつりウォーク

8

日

4月8日(日）青海島千本桜まつり同日に開催いた
します。センザキッチンをスタートし青海島の文
化や歴史を探索しながら千本桜まつり会場まで、
ウォーキングします。(全長7～8㎞)
特製カレー･飲物･会場での桜野立て券をプレゼン
トなど特典がたっぷりです。
※小雨決行
※申込期限3/25(日)

定員：50名
時間：8時～10時30分
集合場所：道の駅センザキッ
チン正面玄関前
通公民館
参加費：大人1000円、子供500
(TEL/FAX：0837-28-0008)
円(中学生まで)(※飲料、ス
イーツ、昼食込)
持参物：雨具
申込方法：電話、FAX
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特製レンガ窯で焼く
8

日

ピザ教室＆ビンゴ

定員：10組
時間：10時～14時
ペア、親子で楽しもう!
生地からソースまでの手作りピザ。仕上げは特製 場所：ふれあいパーク大原湖
参加費：1組2500円
レンガ窯でおいしく出来あがり。ピザ焼きの後
は、フィールドビンゴに挑戦。

ふれあいパーク大原湖
(TEL：0835-58-0200）
http://www.cable.ne.jp/~oharako/
電話受付：9時～17時

みんなで楽しむ天体観測(第2回)
春の星座を観測しよう

13

金

冬の星座と星雲･星団を観測しよう
･天体望遠鏡による星の観測
･季節を代表する星座の観測
･天体望遠鏡の使い方
※雨天時はプラネタリウムによる解説と、希望者
は電子顕微鏡や顕微鏡を使った観察活動

対象：県民の皆さん
定員：各回25名(中学生以下は
保護者同伴)
時間：19時～20時30分
申込方法：電話、FAX、Email、ウェブサイト

やまぐち総合教育支援セン
ター
教育支援部
(TEL：083-987-1190)
(FAX：083-987-0209)
(E-mail：
gakko@center.ysn21.jp)
http://www.ysn21.jp/

※申込期限4/6(木)
※定員に達し次第締切

天体観察教室「冬と春の星座をみよう」
14

土
※申込開始3/14(水)から

対象：小学生～一般(中学生以
下は保護者も一緒にお申し込
みください。)
定員：50人（先着順）
時間：19時30分～21時
参加費：無料
申込方法：来館、電話、FAX、
E-mail

わくわく!ドキドキ!周防大島に来てみん
さい!島のくらしをおすそわけ
春コース(3月～5月)
～夏みかんの加工品づくり～

14

土

定員：10名(応募者多数の場
合、抽選)
時間：10時～15時
場所：橘地区農産物加工セン
気候に恵まれた周防大島。青い海。青い空。大島
ター
の心癒される景観です。
体験料：１人2000円
周防大島の農漁業者のみなさんとふれあいなが
持参物：エプロン、マスク、
ら、楽しく、おいしく、心温まる交流をしてみま
三角巾、砂糖3㎏、持ち帰り用
せんか?
容器(タッパ等)
･夏みかんのママレードづくり
申込方法：はがき、電話、
･夏みかんの皮の砂糖漬け
FAX、E-mail

防府市青少年科学館ソラー
ル
(TEL：0835-26-5050)
(FAX：0835-23-6855)
(E-mail：
oubo@minos.ocn.ne.jp)
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/

周防大島町役場農林課内
周防大島くらし体験ネット
ワーク事務局
担当:安村･辻田
(TEL:0820-79-1002)
(FAX:0820-79-1021)
(E-mail:norin@town.suooshima.lg.jp)

※昼食あり
※申込期限4/4(水)

秋吉台お花見･わらび採りWALK＆美東ごぼ
うの種まき

15

日

定員：20名（先着順）
(小中学生、幼児の参加は要保
護者同伴）
時間：9時50分(受付開始)～14
時
集合場所：体験民宿ほっとビ
レッジ美東
参加費：3000円（昼食、飲み
コース 体験民宿ほっとビレッジ美東→秋吉台わ 物、保険料、トロン温泉入浴
らび採り→ドリーネ畑(植付け)→ほっとビレッジ 券込)〔前日宿泊可8000円(1泊
2食、参加費込み)〕
美東(昼食)
持参物：野外活動・ウォーキ
※参加者ご自身の車で林道を移動していただきま ングに適した服装、靴、雨具
す。
※申込期限4/10(火)
草原の春の贈り物「わらび採り」とお花見をし、
又、昭和20年代から60年振りに甦ったドリーネ畑
で、赤郷特産の「超!うまい」美東ごぼうの種ま
きをします。
ドリーネ畑を通して、秋吉台と周辺地域の人々と
の係わりを考えてみませんか。

秋吉台地域エコツーリズム
協会事務局
(TEL：0837-63-0055)
http://www.akiyoshidaiecotour.org/
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15

日

対象：小学生以上の走ること
が好きな方ならどなたでも
定員：300名(先着順)
第30回大原湖さくらロードレース大会
時間：10時～12時30分(予定)
(受付：9時～)
山口市徳地の自然をしっかり体感できます。木々 受付場所：ふれあいパーク大
に囲まれた中を走って心も体もリフレッシュしま 原湖オートキャンプ場
参加費：1人1000円(当日集金)
せんか。
申込方法：参加申込書をさく
らロードレース大会実行委員
※申込締切3/7(水)必着
会事務局へ①郵送、②持参、
③E-ｍａｉｌ(※FAX不可)

れんげまつり
15

日

約30aのレンゲ畑の中を自由に走り回ったり、
ゲームをしながら一日を過ごします。

対象：一般
時間：10時～13時
場所：道の駅ソレーネ周南東
側付近
参加費：無料

大原湖さくらロードレース
大会実行委員会事務局
(徳地地域交流センター内)
(TEL：0835-52-0217)
(E-mail：
tokuji@city.yamaguchi.lg.
jp)

戸田市民センター
(TEL:0834-83-2001)

第50回江汐公園つつじまつり
15

日

江汐公園つつじまつり実行
今年で50回を迎える江汐公園つつじ祭り。
時間：10時～15時
50回の開催を記念して、例年にはない企画を用意 場所：江汐公園(山陽小野田市 委員会事務局
(江汐公園管理事務所)
して開催予定です。
高畑)
(TEL：0836-83-5378)
※小雨決行、ただし一部内容を縮小する場合があ
ります。

わくわく!ドキドキ!周防大島に来てみん
さい!島のくらしをおすそわけ
春コース(3月～5月)
～タケノコ缶詰づくり～
20

金

定員：10名(応募者多数の場
合、抽選)
時間：10時～15時
場所：大島地区農産物加工セ
ンター
気候に恵まれた周防大島。青い海。青い空。大島 体験料：１人1500円
の心癒される景観です。
持参物：水を通さないエプロ
周防大島の農漁業者のみなさんとふれあいなが
ン、マスク、三角巾、ヤッケ
ら、楽しく、おいしく、心温まる交流をしてみま (合羽)、ゴム手袋、泥等つい
せんか?
ていない長靴
申込方法：はがき、電話、
※昼食あり
FAX、E-mail
※申込期限4/9(月)

周防大島町役場農林課内
周防大島くらし体験ネット
ワーク事務局
担当:安村･辻田
(TEL:0820-79-1002)
(FAX:0820-79-1021)
(E-mail:norin@town.suooshima.lg.jp)

陶ケ岳体験登山教室

21

土

疲れない山の歩き方や地図の読み方を学びながら
楽しく登山してみませんか?
講師 山口県山岳･スポーツクライミング連盟
ルート セミナーパークをスタート･ゴール①陶
ケ岳(初心者向き)②陶ケ岳⇒火の山(体力に自信
のある方)
※コースは当日選ぶことができます
※雨天時には室内での講義及びボルダリング体験
を行います

定員：50名程度(お子さまは小
学4年生以上)※小学生は保護
者同伴でお願いします
時間：10時～15時30分
山口県ひとづくり財団
集合場所：山口県セミナー
県民学習部 学習振興課
パーク研修室205
(TEL：083-987-1710)
参加費：無料
持参物：弁当、飲み物、軍手
申込方法：電話のみ

※受付開始3/22(木)8時30分から
※先着順で定員になり次第締切とさせていただき
ます

岩国地区探鳥会
21

土

尾津のシギ･チドリ観察
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
上、お越しください。

時間：9時～12時
（集合時間：9時）
場所：岩国市南岩国尾津
集合場所：岩国市南岩国尾津
中央卸売市場正門前

日本野鳥の会山口県支部
岩国地区
担当：村中
(TEL：090-2807-3386)

※雨天中止
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対象：子どもとその家族及び
一般
定員：60名
新緑に様変わりした秋吉台で、ぽかぽか陽気の
時間：9時～14時20分
中、のんびりと家族や仲間でわらび狩りを楽しみ 場所：山口県秋吉台青少年自
ませんか?きっと、大自然の中に居る心地良さを 然の家
感じることが出来ます。
参加費：大人(19才以上）1000
昼食は山菜ご飯、豚汁、そして毎年大好評の揚 円(施設使用料、食費、保険料
他)、小人(18才以下)900円(食
げたての山菜天ぷらです。
費、保険料他)
申込方法：はがき、FAX、E※小雨決行
mail
※申込期限4/4(水)必着

春うらら、秋吉台でわらび狩り

21

土

秋吉台青少年自然の家
(TEL：08396-2-0581)
(FAX：08396-2-0582)
E-mail：akishoji@cable.ne.jp)
http://www.cable.ne.jp/~akishoji/

春の植物観察会
22

日

時間：10時～12時
受付：9時30分～10時
集合場所：きらら浜自然観察
春になり、園内では様々な花が咲き始めていま
公園ビジターセンター
す。園内を歩きながら、身近な草花を観察しま
参加費：無料（19歳以上の方
しょう。講師のお話も楽しみに。
は入館料200円が必要です）
※雨天中止(当日8時30分に決定。きらら浜自然観 持ち物：双眼鏡は無料で貸出
しいたします。
察公園へお問い合わせ下さい。)

県立きらら浜自然観察公園
(TEL：0836-66-2030)
http://kirara-h.com/

定員：24名（先着順）
(小中学生、幼児の参加は要保
護者同伴）
龍護峰登山道沿いに生育する植物の4月の様子を 時間：9時20分(受付開始)～15
観察したあと、「ドコモ 秋吉さくらの森」のサ 時
集合場所：秋吉台家族旅行村
クラを楽しみます。
コース 駐車場→登山口→御鉢山→龍護峰(昼食) 駐車場
参加費：2000円（昼食代、保
→「ドコモ 秋吉さくらの森」→駐車場
険料込み)
持参物：野外活動・ウォーキ
※申込期限4/17(火)
ングに適した服装、靴、雨具

秋吉台地域エコツーリズム
協会事務局
(TEL：0837-63-0055)
http://www.akiyoshidaiecotour.org/

定員：親子･一般を対象に50名
時間：10時～14時30分
参加費：26才以上600円、19才
以上25才以下550円、19才未満
500円(施設使用料〔19才以
上〕、保険代、材料費〔昼
食〕等)
申込方法：FAX、E-mail

山口県十種ヶ峰青少年自然
の家
(TEL：083-958ｰ0033)
(FAX：083-958-0705)
(E-mail:
seed-10@c-able.ne.jp)
http://www.cable.ne.jp/~seed10/

対象：どなたでも
時間：10時～12時
受付時間：9時50分～
場所：大原湖愛鳥林(山口市徳
地)
集合場所：大原湖愛鳥林駐車
場
申込方法：電話、E-mail

山口なばの会
事務局(井上)
(TEL：090-5266-8371)
(E-mail：
inoueyuu1@nifty.com)

時間：9時～12時
（集合時間：9時）
場所：山口市阿知須きらら浜
自然観察公園
集合場所：きらら浜自然観察
公園駐車場

日本野鳥の会山口県支部
周南地区
担当：小林
(TEL：0834-25-4469)

春らんまの龍護峰

22

日

とくさがみね自然体験プログラム
山菜採りに出かけよう
22

日

春の山を散策して、山菜を見つけよう!
※申込期限4/6(金)

22

山口なばの会
日 大原湖観察会
※事前申し込み必要

周南地区探鳥会
22

日

レンジャーの案内で公園の野鳥観察
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
上、お越しください。
※雨天中止
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環境学習講座「竜王山の自然観察会」

22

日

定員：一般県民40人程度(応募
者多数の場合、抽選)
春の植物等を観察しながら竜王山や仮屋地区等を 時間：9時30分～15時30分
集合場所：きらら交流館(山陽
散策してみませんか。
小野田市焼野海岸)
･竜王山の山野草観察会
･竜王山及びその周辺の四季･自然、刈屋地区の歴 参加費：無料
持参物：昼食
史などについての学習
申込方法：はがき、申込用紙
を郵送又はFAX
※申込期限4/9(月)

特製レンガ窯で焼く
22

日

ピザ教室＆ビンゴ

定員：10組
時間：10時～14時
ペア、親子で楽しもう!
生地からソースまでの手作りピザ。仕上げは特製 場所：ふれあいパーク大原湖
参加費：1組2500円
レンガ窯でおいしく出来あがり。ピザ焼きの後
は、フィールドビンゴに挑戦。

みどりを楽しむネイチャーゲームの会
28

28

土

土

春から夏にかけて、木々のみどりが変化していく
ことに気づこう。木々の間を渡って届く、さわや
かな風と心地よい日差しを感じながら、自然のこ
と、いのちのこと、地球のことに思いをめぐらせ
てみよう。

対象：ネイチャーゲームを通
して自然を感じてみたい方な
らどなたでも
定員：30名(先着順)
時間：10時～15時30分(9時30
分から受付)
集合場所：霜降山男山駐車場
(宇部市)
参加費：300円
申込方法：電話、FAX、E-mail

対象：3歳～小学生を含む家族
6家族(応募者多数の場合、抽
キャンプはじめのだい一歩
選)
～アウトドアデビュー講座～(～29日)
時間：10時～翌日15時
参加費：小学生以上2400円、
キャンプに興味がある家族に大田原自然の家がア 幼児2000円(食事代、保険料、
ウトドアに飛び出すきっかけ作りと、自然を楽し 活動消耗品等)※3才未満で保
む場を提供します。
護者の食事と兼用の場合は、
保険料として250円
※申込期限4/2(月)必着
申込方法：はがき、FAX、Email

山口県ひとづくり財団
県民学習部 環境学習推進
センター
(TEL:083-987-1110）
(FAX:083-987-1720）
http://eco.pref.yamaguchi
.lg.jp/learning

ふれあいパーク大原湖
(TEL：0835-58-0200）
http://www.cable.ne.jp/~oharako/
電話受付：9時～17時

宇部シェアリングネイャー
の会
（事務局：村田）
(TEL/FAX：0836-55-5631)
E-mail：
ramun@oregano.ocn.ne.jp

周南市大田原自然の家
(TEL/FAX：0834-89-0461)
E-mail:
ootabara@ccsnet.ne.jp
http://www.city.shunan.ya
maguchi.jp/ootabara/

きらら浜自然観察公園春まつり
29

日

時間：9時～16時
集合場所：きらら浜自然観察
毎年恒例の春まつりでは、はちみつしぼりやミニ 公園ビジターセンター
コンサート、ビンゴ大会などの楽しいプログラム 参加費：無料（19歳以上の方
がいっぱい!あさりのつかみ取りもあるよ♪ぜ
は入館料100円が必要です）
ひ、ご家族やお友達と一緒に遊びに来て下さい。 持ち物：双眼鏡は無料で貸出
しいたします。
※雨天決行

銭壺山グリーンハイキング
29

日 4コースから頂上を目指します。山頂ではさまざ
まなイベントが行われます。

※雨天時はゆうたんアリーナで開催

県立きらら浜自然観察公園
(TEL：0836-66-2030)
http://kirara-h.com/

定員：470名
時間：8時～16時
場所：銭壺山山頂(由宇文化ス
ポーツセンター(ゆうたん)、
神東小、由西小
NPO法人ゆうスポーツクラブ
参加費：高校生以上の非会員 (TEL：0827-63-1400)
のみ200円
持参物：弁当、飲料、おこづ
かい、登山に必要なもの
申込方法：事前申込不要
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そば打ち体験(4～6月)
(4/29、5/31、6/28)
29

日 打ったそば3人前(そばだし付き)をお持ち帰りい
ただきます。

定員：各日14人(抽選)
時間：13時30分～16時
体験料：1000円
申込方法：電話

山口ふるさと伝承総合セン
ター
(TEL：083-928-3333）

※申込期限：各月の20日まで

■□■□■参加者募集中■□■□■
５月

行

事

名

場所・時間等

わくわく!ドキドキ!周防大島に来てみん
さい!島のくらしをおすそわけ
春コース(3月～5月)～いちご大福づくり
～
2

水

定員：5～6名(応募者多数の場
合、抽選)
時間：13時～16時
場所：大島地区 実施者宅
(※参加者の皆様には、後日詳
気候に恵まれた周防大島。青い海。青い空。大島 しい案内をお送りします。)
の心癒される景観です。
体験料：１人1500円
周防大島の農漁業者のみなさんとふれあいなが
持参物：エプロン、マスク、
ら、楽しく、おいしく、心温まる交流をしてみま 三角巾
せんか?
申込方法：はがき、電話、
FAX、E-mail
※申込期限4/20(金)

連絡先

周防大島町役場農林課内
周防大島くらし体験ネット
ワーク事務局
担当:安村･辻田
(TEL:0820-79-1002)
(FAX:0820-79-1021)
(E-mail:norin@town.suooshima.lg.jp)

クイズラリーに挑戦!(～6日）
3

木

時間：9時30分～15時
集合場所：きらら浜自然観察
30分コースか1時間コースを選択できます。もち 公園ビジターセンター
ろん両方の挑戦もOK!クイズを解きながら春の公 参加費：無料（19歳以上の方
園をのんびり楽しく散策しましょう。参加者全員 は入館料200円が必要です）
持ち物：双眼鏡は無料で貸出
にすてきな参加賞があります。
しいたします。
※時間内随時参加受付します。

大平山つつじまつり(～13日)
7

月

県下最大級10万株のつつじが咲き誇ります。地元
ボランティアによるバザーなどが行われます。

ウォーキング角島観察会
12

土 家族で春の野草を楽しもう

角島夢崎～鯛の浦～望楼跡～灯台
※募集開始4/1(日)から

時間：10時～15時
場所：大平山山頂公園

定員：20名(先着順)
時間：9時30分～13時
(受付9時から)
集合場所：つのしま自然館
参加費：1人200円(保険、資料
代)※中学生以下は無料、保護
者同伴
持参物：昼食、飲み物、海辺
観察に適した服装

県立きらら浜自然観察公園
(TEL：0836-66-2030)
http://kirara-h.com/

防府市
大平山山頂公園
(TEL：0835-38-0762)

つのしま自然館
(TEL/FAX：083-786-0430)
E-mail：
tsunoshimakujira@ce.wakwa
k.com
http://www.tsunoshimashiz
enkan.com/
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定員：一般県民40人程度(応募
者多数の場合、抽選)
時間：9時30分～15時30分
秋吉台の真名ケ岳周辺を散策しながら、ヤマサギ 集合場所：秋吉台長者ヶ原駐
ソウやカノコソウ、フナバラソウなどの春から初 車場
参加費：無料
夏に咲く草花を観察しませんか。
持参物：昼食
申込方法：はがき、申込用紙
※申込期限4/27(金)
を郵送又はFAX

環境学習講座「秋吉台の植物観察」
13

日

山口県ひとづくり財団
県民学習部 環境学習推進
センター
(TEL:083-987-1110）
(FAX:083-987-1720）
http://eco.pref.yamaguchi
.lg.jp/learning

霜降山を歩こうかい
13

日

定員：20名
時間：10時～14時
霜降山の自然の変化を観察しながらの山歩きをし 参加費：会員は年会費1000
ます。
円、会員以外は100円/回
持参物：弁当、水、雨具、他
※申込期限5/12(土)

特製レンガ窯で焼く
13

日

ピザ教室＆ビンゴ

定員：10組
時間：10時～14時
ペア、親子で楽しもう!
生地からソースまでの手作りピザ。仕上げは特製 場所：ふれあいパーク大原湖
参加費：1組2500円
レンガ窯でおいしく出来あがり。ピザ焼きの後
は、フィールドビンゴに挑戦。

てくてくまち歩き「上を向いて歩こう!」 対象：どなたでも
霜降山の樹木ウォッチングとドウダンツ 定員：40名(先着順)
時間：9時20分～12時
ツジ
19

20

土

場所：宇部市内(霜降山管理
管理道、馬の背ドウダンツツジ、馬の背池新緑と ゲート手前集合)
参加費：無料
上品な花、神秘的な池が魅力です!
持参物：タオル、飲み物
服装：歩きやすい服装
※申込期限5/18(金)

山口なばの会
日 田床山観察会
※事前申し込み必要

26

土

対象：どなたでも
時間：10時～12時30分
受付時間：9時50分～
場所：田床山(萩市大字椿東
33-22)
集合場所：田床山いこいの広
場
申込方法：電話、E-mail

定員：24名（先着順）
(小中学生、幼児の参加は要保
初夏の龍護峰
護者同伴）
時間：9時20分(受付開始)～15
初夏の龍護峰登山道沿いに生育する植物を観察し 時
集合場所：秋吉台家族旅行村
ます。
駐車場→登山口→御鉢山→龍護峰(昼食)→駐車場 駐車場
参加費：2000円（昼食、保険
料込)
※申込期限5/21(月)
持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具

小羽山ふれあいセンター
(TEL：0836-31-3677)

ふれあいパーク大原湖
(TEL：0835-58-0200）
http://www.cable.ne.jp/~oharako/
電話受付：9時～17時

宇部市観光推進課
(TEL：0836-34-8353)
(FAX：0836-22-6083)

山口なばの会
事務局(井上)
(TEL：090-5266-8371)
(E-mail：
inoueyuu1@nifty.com)

秋吉台地域エコツーリズム
協会事務局
(TEL：0837-63-0055)
http://www.akiyoshidaiecotour.org/

9/10

特製レンガ窯で焼く
27

日

ピザ教室＆ビンゴ

定員：10組
時間：10時～14時
ペア、親子で楽しもう!
生地からソースまでの手作りピザ。仕上げは特製 場所：ふれあいパーク大原湖
参加費：1組2500円
レンガ窯でおいしく出来あがり。ピザ焼きの後
は、フィールドビンゴに挑戦。

そば打ち体験(4～6月)
(4/29、5/31、6/28)
31

木 打ったそば3人前(そばだし付き)をお持ち帰りい
ただきます。

定員：各日14人(抽選)
時間：13時30分～16時
体験料：1000円
申込方法：電話

ふれあいパーク大原湖
(TEL：0835-58-0200）
http://www.cable.ne.jp/~oharako/
電話受付：9時～17時

山口ふるさと伝承総合セン
ター
(TEL：083-928-3333）

※申込期限：各月の20日まで
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