自然とふれあう行事一覧表（２９年３月）
３月

行
打ち上げ貝観察会

1

事

名

写真展(～3/16)

水
冬の観察会参加者の写真作品を展示。

場所・時間等
時間：9時～16時30分(入館は
16時まで)
場所：つのしま自然館

山口徳地「森の子くらぶ」春の会
～森で遊ぼう！森で学ぼう！～(～3/5)
4

土

対象：小学校 3・4年生
定員：50名（定員に達した 場
合は、抽選）
小学校３・４年生のための「自然体験」と「ひと 場所：国立山口徳地青少年自
り立ち応援」キャンプ
然の家
参加費：2,410円（食事代 ：
※平成29年2月4日(土)～5日(日)、平成29年3月4日 昼食・朝野外炊飯 、シーツ洗
(土)～5日(日)、2回のうちいずれかに応募してく 濯代保険料教材費）
ださい
申込方法：FAX又は郵送
※募集締切1/20(金)正午

徳地の郷ノルディックウォーキング
～徳地の風を感じて。里山めぐり～
島地川沿いに、ロハス島地、雨田公園、月輪寺を
歩きます。（約7km）

4

土 ※ノルディックウォーキング初心者の方は、9時40
分までにお越しください。ポールの使い方や歩き
方などの講習を行います。
※雨天時は中止します。雪の場合はコースを変更
して実施します。中止の場合は、前日の17時に判
断し、電話やメール等でご連絡します。
※申込期限3/1(水)

化石レプリカ作り
～阿武町で「化石レプリカ作り」を開催
します！～
アンモナイトの実物化石を使ってレプリカ作り

4

土 のための型を製作し、その後、型に石こうを流し
込んでアンモナイト化石のレプリカ作りを行いま
す。化石のレプリカ作りを通して、自然への興味
と関心を高めます。
申込期限2/22（水）必着
※応募者多数の場合は抽選

連絡先
つのしま自然館
(TEL:083-786-0430)
http://www.tsunoshimashiz
enkan.com/

国立山口徳地青少年自然の
家
担当：小山
(TEL:0835-56-0113)
(FAX:0835-56-0130)
http://tokuji.niya.go.jp/
(e-mail:tokujikikaku@niye.go.jp)

対象：7～8㎞歩ける方ならど
なたでも
定員：20人（先着順）
時間：10時～15時（9時30分受
付開始）
集合場所：国立山口徳地青少
年自然の家
参加料：200円（教材費、保険
料）
持参物：昼食、帽子、水筒、
タオル、リュック、手袋（軍
手で可）、長袖、長ズボン、
普段使い慣れた運動靴、レ
ジャーシート（昼食時用）
※ノルディックポールをお持
ちの方はご持参ください。
申込方法：電話、メール、FAX

国立山口徳地青少年自然の
家
担当：益田
(TEL:0835-56-0113)
(FAX:0835-56-0130)
http://tokuji.niya.go.jp/
(e-mail:tokujikikaku@niye.go.jp)

対象：一般県民(小学生以下は
保護者同伴）
定員：20名
時間：13時30分～15時30分
場所：阿武町町民センター
（阿武町奈古3078-1）
参加費：無料
申込方法：往復葉書、メール

県立山口博物館
(TEL:083-922-0294)
http://www.yamahaku.pref.
yamaguchi.lg.jp/
〒753-0073
山口市春日町8番2号
（担当：亀谷）

山口市矢原河川公園「春の野鳥」観察会

5

日

「わが背丈以上は空や初雲雀」中村草田男の俳句
にあるように、春の兆しの見える河川公園は、小
鳥やカモの憩いの場となっています。昨年は小鳥
の類がたくさん出て来て楽しませてくれました。
気軽に観察するにはもってこいの場所。さあ、春
の野鳥を見つけに出かけてみましょう。かわいい
小鳥に会えるビギナーチャンスがあるかも？双眼
鏡など多少準備しています。

時間：9時30分～12時
（集合時間：9時30分）
場所：山口市矢原河川公園
集合場所：山口市矢原河川公
園駐車場（公園東湯田駅側）
その他：雨具防寒具等

日本野鳥の会山口県支部
担当：山根
(TEL:083-929-0838)

※雨天中止

周南地区探鳥会

5

日

田布施川河口周辺の冬鳥と併せて、初めての探鳥
地、余田で満開の臥龍梅と野鳥を楽しみます。柳
井・平生・田布施地区の会員の皆さんもぜひご参
加ください。初めての方・会員外の方も歓迎。お
友達を誘ってご参加ください。オオジュリン・ツ
リスガラ・カワセミ・ミヤマホオジロなど。

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時）
場所：柳井市余田・田布施川
河口
集合場所：平生町田布施川河
口八海橋（平生側・人工溜池
付近）

日本野鳥の会山口県支部
周南地区
担当：弘津
(090-2000-2291)

※雨天中止

定員：午前の部20名、午後の
部50名（いずれも先着順）
時間：10時～15時
開催場所：国立山口徳地青少
午前は森の案内人のガイドで「森歩きと森のノル 年自然の家
ディックウォーキング」、午後からは「石風呂体 参加料：午前の森歩きは無
験」をお楽しみください。
料、石風呂体験は1人100円
持参物：散策に適した服装と
靴、昼食、飲み物、着替え等
※申込期限3/2(木)正午
申込方法：電話

森歩きと石風呂の一日
～森のノルディックウォーキング～
5

日

対象：小学3年生～一般
定員：20人（先着順）
時間：13時～15時
場所：防府市青少年科学館
ワークショップ
冬の雷はなぜおこるのかな！
気象予報士と工作しながら雷のナゾを探ってみよ 参加費：300円（別途観覧料と
して小・中学生200円/高校生
う！
以上300円が必要です）
申込方法：TEL、FAX、E-mail

気象教室
～冬のお天気調べ～
5

日

国立山口徳地青少年自然の
家
石風呂体験係
(TEL:0835-56-0113)
http://tokuji.niye.go.jp/
index.html

防府市青少年科学館ソラー
ル
(TEL:0835-26-5050)
(FAX:0835-25-6855）
E-mail:
oubo@minos.ocn.ne.jp
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/

5

日

対象：3歳～小学生とその家族
定員：10家族
あったか手打ちうどん工房
時間：9時30分～13時30分
場所：周南市大田原自然の家
自家製小麦粉をこねてのばして、家族でうどんを 参加費：600円、幼児500円
手作りします。
（昼食代、保険料、消耗品
等）※3歳未満で保護者の食事
※応募者多数の場合は抽選
と兼用の場合は20円
※申込期限2/23(木)
申込方法：はがき、FAX、Email

親子の洞くつ探検（～3/12）
～まぼろしの地底湖めざして～

11

土

一昨年9月に「Mine秋吉台」が日本ジオパークに認
定されました。その中でも象徴的な「秋芳洞」の
普段入れない奥を探検します。そこには、山もあ
り、川もあり、おもしろい形の岩もあり、そして
その奥に地底湖があります。
難易度の高いこの琴ヶ淵コースへ親子でチャレン
ジし、達成感を味わいましょう！
※応募者多数の場合は抽選
※申込期限2/22(水)必着

定員：20人
対象：小学5年生以上の親子及
び一般
日時：3月11日14時～3月12日
場所：山口県秋吉台青少年自
然の家
参加費：19才以上3500円、18
才以下2500円(食事代、入洞
料、保険料、クラフト材料
代、その他)
申込方法：はがき、FAX、Email

対象：小学1～3年生
定員：20名（応募多数のとき
は抽選）
場所：下関市深坂自然の森・
森の家下関
みかさの森の中を舞台に、宝探しのウォークラリーやク 参加費：1980円（施設使用
ラフトを実施する。初日の夕方には同時開催している子 料、保険代、食費など）
ども冒険キャンプの参加者と晩ごはんを野外で作り、夜 申込方法：FAX、メール、郵送
はテントで1泊。春休みは、みかさでキャンプ友達をつ その他：参加決定後にスケ
ジュールや持ち物の詳細をご
くってはいかが？
案内します。

森の小学校（～3/12）
～みんなで協力して春のみさかを楽しも
う！～
11

土

対象：小学生以上（但し小学
４年生以下は保護者同伴））
定員：25名（先着順）
豊かな自然の食材を自分で採って、また食材を作 場所：山口県油谷青少年自然
の家
る（うどんを打つ）過程を体験して、食すこと
参加費：１９歳未満 宿泊
で、自然の恵みへの感謝や、食への関心を高め
2,000円、日帰り500円
る。
１９歳以上２５歳以下 宿泊
2,210円、日帰り550円
２６歳以上
宿泊2,610円、
※日帰り参加ができるのは、２日目（３月１２
日帰り660円（材料費、保険
日）のみです。
代・食事代、施設利用費等）
※申込期限3/9（木）
申込方法：電話、FAX、メール

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

山口県秋吉台青少年自然の
家
(TEL:08396-2ｰ0581)
(FAX:08396-2-0582)
(e-mail:akishoji
@c-able.ne.jp)
http://www.cable.ne.jp/~akishoji

みかさの森自然学校
(TEL:083-259-8555)
(FAX:083-258-4862)
メール：
info@feelkankyo.com

お泊りアウトドアクッキング（～3/12）

11

土

山口県油谷青少年自然の家
(TEL：0837-32-1000）
(FAX：0837-32-0979）
メール：
yuyashizen@feelkankyo.com

11

土

対象：小学4～6年生
定員：20名（応募多数のとき
子ども冒険キャンプ（～3/12）
は抽選）
場所：下関市深坂自然の森・
～竜王山登山にチャレンジ！～
森の家下関
「チャレンジ」をテーマに送る2日間。マップとコ 参加費：1980円（施設使用
料、保険代、食費など）
ンパスを駆使したロゲイニングや竜王山登山に
チャレンジしよう。野外炊飯やテント泊など、楽 申込方法：FAX、メール、郵送
その他：参加決定後にスケ
しいチャレンジが満載だ！
ジュールや持ち物の詳細をご
案内します。

みかさの森自然学校
(TEL:083-259-8555)
(FAX:083-258-4862)
メール：
info@feelkankyo.com

とくさがみね森のチャレンジコース体験
会
11

11

土

土

定員：19才以上の方15人
時間：10時～15時30分
場所：山口県十種ヶ峰青少年
森のチャレンジコースは、丸太やロープ、ワイ
自然の家
ヤーで作られた冒険コースです。低い位置に設定 参加費：26才以上300円、19才
されたローエレメントと高さ約10ｍに設置された 以上25才以下250円(施設使用
ハイエレメントがあり、体験を通して「一歩踏み 料、保険料等)
出す自分」を感じることができます。
※弁当持参
申込方法：FAX、E-mail
※申込期限3/3(金)
対象：健康な方ならどなたで
阿知須ノルディックウォーキング体験会 も
定員：20名（先着順）
時間：10時～12時
ノルディックウォーキングの基本を体験してみま 場所：阿知須地域交流セン
せんか。
ター
参加費：無料
※ポールは主催者で準備します。
持産物：リュック(飲み物、タ
※雨天決行
オル等を入れて)
※事前申込必要

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@cable.ne.jp)

阿知須地域交流センター
(TEL:0836-65-2022)
(FAX:0836-65-4013)
(メール：
ajisu@city.yamaguchi.lg.j
p)

渚の探鳥会～珍鳥「善知鳥」を探そう～

11

土

山口県野鳥の会下関地区会共催で、北海道など寒
い地方でしか見つからない珍鳥「善知鳥（ウト
ウ）」を探します。この鳥は、北海道などの寒い
地域ではよく見かける鳥ですがこの山陰周辺で
も、今の時期に飛来します。昨年も、海士ケ瀬海
峡で確認されています。もちろん、ほかの珍しい
鳥も観察しながら、島の自然を楽しみます。
※申込期限3/9(木)

時間：9時30分～13時
（9時受付）
場所：角島中道～牧崎
定員：20名
参加費：200円(中学生以下は
無料、但し保護者同伴)
持参品：防寒服、昼食、飲み
物、望遠鏡
申込方法：電話、メール、は
がき

つのしま自然館
(TEL:083-786-0430)
http://www.tsunoshimashiz
enkan.com/

11

土

対象：興味のある方どなたで
も
ふれパク主催事業
定員：30名（応募者多数の場
～インラインスケート教室～
合は抽選）
時間：14時～16時
自然の中で多くの仲間とインラインスケートをす
（受付13時～）
ることで、楽しく運動し、仲間や家族とのふれあ 場所：山口県由宇青少年自然
いを深めます。
の家(ふれあいパーク)
参加費：148円（保険料、施設
※申込期限2/15（水）17時
使用料）
申込方法：電話

山口県由宇青少年自然の家
（ふれあいパーク）
(TEL:0827-63-1513)
(FAX:0827-63-1558)

ふれパク主催事業
～ふれパクフェスタ2017～

11

土

対象：興味のある方どなたで
も
定員：先着順にて当日受付で
す。ブースによって、受付時
間、定員が決まっています。
時間：13時～
場所：山口県由宇青少年自然
の家(ふれあいパーク)
経費：無料(工作は実費を頂き
※雨天、曇り等で中止になるブースもあります。 ます)
来所される前に、お問い合わせください。
※宿泊を希望される方は、2/11（土）8時30分から
先着順で受け付けます。
毎年恒例の「ふれパクフェスタ」。
今年は20周年の記念行事です。お楽しみに！！
工作（化学工作、かんたん工作、勾玉づくりな
ど）、スポーツ体験（インラインスケート、アイ
スホッケー、ハンドボール）、ステージショー
（園児発表、パントマイム、チェーンソー実演）
など企画満載です。

下関地区探鳥会
12

日 きらら浜の野鳥たち
※悪天候中止

萩地区探鳥会
12

日 田万川付近の冬鳥
※小雨決行

里山ネイチャーゲームの会
～里山の旬を感じよう！～
12

里山の今の季節ならではの植物・動物・虫たちを

日 探してみよう。自然界にはいろんな生きものがい
て、それらがすべてつながっていることに気づこ
う。さらに餅つきやシイタケの菌打ちをしながら
里山の暮らしにもふれてみよう。

時間：8時～12時
（集合時間：8時）
場所：山口市阿知須きらら浜
自然観察公園
集合場所：ＪＲ山陽本線長府
駅（下関市）
その他：要入園料(大人200
円、18才以下無料)
時間：8時30分～12時
（集合時間：8時30分）
場所：萩市田万川
集合場所：萩市田万川道の駅
たまがわ駐車場

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
時間：10時～15時30分
場所：二俣瀬ビオトープ駐車
場集合（宇部市）
参加費：600円
申込方法：電話、FAX、E-mail

山口県由宇青少年自然の家
（ふれあいパーク）
(TEL:0827-63-1513)
(FAX:0827-63-1558)

日本野鳥の会山口県支部
下関地区
担当：上野
(090-6838-5165)

日本野鳥の会山口県支部
萩地区
担当：三谷
(0838-25-4753)

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

12

日

対象：3歳～小学生とその家族
定員：10家族
手作りピザ工房
時間：9時30分～13時30分
場所：周南市大田原自然の家
家族でふれあいながら有機無農薬の小麦粉をこね 参加費：650円、幼児500円
（昼食代、保険料、消耗品
てピザを作ろう！
等）※3歳未満で保護者の食事
と兼用の場合は20円
※応募者多数の場合、抽選
※申込期限2/23(木)
申込方法：はがき、FAX、Email

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

ふれパク主催事業
～ふれパクフェスタ2017～

12

日

対象：興味のある方どなたで
も
定員：先着順にて当日受付で
す。ブースによって、受付時
間、定員が決まっています。
時間：9時～15時
場所：山口県由宇青少年自然
の家(ふれあいパーク)
※雨天、曇り等で中止になるブースもあります。 経費：無料(工作は実費を頂き
ます)
来所される前に、お問い合わせください。
※宿泊を希望される方は、2/11（土）8時30分から
先着順で受け付けます。
毎年恒例の「ふれパクフェスタ」。
今年は20周年の記念行事です。お楽しみに！！
工作（化学工作、かんたん工作、勾玉づくりな
ど）、スポーツ体験（インラインスケート、アイ
スホッケー、ハンドボール）、ステージショー
（園児発表、パントマイム、チェーンソー実演）
など企画満載です。

山口県由宇青少年自然の家
（ふれあいパーク）
(TEL:0827-63-1513)
(FAX:0827-63-1558)

バードウォッチング入門⑫
～繁殖の準備を始めた鳥たち～
12

日

時間：10時～12時
場所：きらら浜自然観察公園
春は繁殖時期の始まりで、それに備えて鳥たちに 参加費：無料（19歳以上の方
変化が現れます。
は入館料200円が必要です）
その中でも衣替えする鳥を観察しましょう。
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
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。

参加対象：どなたでも
定員：30名（先着順）
時間：10時20分～15時
開催場所：国立山口徳地青少
大自然の中で手作りの楽しさを味わいましょう！ 年自然の家
参加費：1200円（食費、教材
※電話又は、FAXでお申し込みください。
費、お茶代）
※（防府方面）送迎バスが利用できます。人数に 持参物：軍手、動きやすい服
限りがあります。御希望の方は申込み時に御連絡 装
ください。

森の手作り教室
～椎茸の菌打ち体験＆クラフト～
13

月

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

国立山口徳地青少年自然の
家
事業推進係
(TEL:0835-56-0113)
http://tokuji.niye.go.jp/
index.html

参加対象：どなたでも
定員：30名（先着順）
時間：10時20分～15時
開催場所：国立山口徳地青少
大自然の中で手作りの楽しさを味わいましょう！ 年自然の家
参加費：1200円（食費、教材
※電話又は、FAXでお申し込みください。
費、お茶代）
※（山口方面）送迎バスが利用できます。人数に 持参物：軍手、動きやすい服
限りがあります。御希望の方は申込み時に御連絡 装
ください。

森の手作り教室
～椎茸の菌打ち体験＆クラフト～
14

火

国立山口徳地青少年自然の
家
事業推進係
(TEL:0835-56-0113)
http://tokuji.niye.go.jp/
index.html

森歩きと石風呂の一日
～癒しの森で深呼吸～
17

金

定員：午前の部20名、午後の
部50名（いずれも先着順）
時間：10時～15時
開催場所：国立山口徳地青少
午前は森の案内人のガイドで「癒しの森で深呼
吸」。春の息吹をさがして、のんびりと散策しま 年自然の家
す。初春の長者ヶ原でゆっくりと深呼吸します。 参加料：午前の森歩きは無
午後からは「石風呂体験」をお楽しみください。 料、石風呂体験は1人100円
持参物：散策に適した服装と
靴、昼食、飲み物、着替え等
申込方法：電話
※申込期限3/14(火)正午

とくさがみね自然体験プログラム９（～
3/19）
～春のアドベンチャー教室～
18

土

十種ヶ峰登山、野外炊事、津和野ハイクなど
※申込期限3/3(金)
※定員を超えた場合は抽選

里山の動物観察会
18

土
※申込期限3/8（水）

美祢地区探鳥会
18

土 春先の里山探鳥会（45～55種を観察）
※雨天中止

国立山口徳地青少年自然の
家
(TEL:0835-56-0113)
http://tokuji.niye.go.jp/
index.html

定員：小学4～6年生を対象に
18人（最少実施人数5人）
場所：山口県十種ヶ峰青少年
自然の家
参加費用：2000円〔食事代(3
食)、シーツクリーニング代、
保険代等〕
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)

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴）
定員：20名
時間：9時30分～12時30分
場所：県立山口博物館、近郊
の里山
参加費：無料

県立山口博物館
(TEL:083-922-0294)
http://www.yamahaku.pref.
yamaguchi.lg.jp/

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時30分）
場所：美祢市秋芳町厚東川上
流域
集合場所：美祢市秋芳町下郷
小学校付近
その他：飲料持参

日本野鳥の会山口県支部
美祢地区
担当：鹿間
(090-7503-8395)

十種ヶ峰登山
～十種の宝を探そう～
19

日

昔、天大神の子御食主命（あまのおおみかみのこ
みけぬしのかみ）が十種の神財を埋めたとの説が
ある十種ヶ峰で登山します。晴天の日は遠く日本
海が見渡せます。下山後、阿東の特産品を探す宝
探しが待ってます。

定員：30名（先着）
時間：9時～15時30分
参加費：500円（保険料込）
持参物：お弁当、お茶、タオ
ル、敷物
その他：動きやすい服装

NPOあとう（あとう観光協
会）
(TEL：083-956-2526)
(FAX：083-956-2527)

※申込期限3/15（水）

小野湖オシドリ観察会

19

日

小野湖周辺における水源地・生物多様性保全の一
環として、野鳥観察会を行います。
冬の時期になると、小野湖周辺にオシドリが飛来
してきます。そのオシドリやその他様々な野鳥を
観察することを通じ、豊かな自然と生物多様性の
保全について考えてみましょう。
終了後、楽しい茶話会・野鳥のお話もあります。

時間：14時～16時
集合場所：アクトビレッジお
の駐車場
参加費：無料
申込方法：電話

宇部野鳥保護の会事務局
担当：渡部
(TEL:0836-51-4664)

※雨天中止

サイエンストーク
20

月
※申込期限3/10(木)

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴）
定員：20名
時間：13時30分～15時
場所：県立山口博物館
参加費：無料

県立山口博物館
(TEL:083-922-0294)
http://www.yamahaku.pref.
yamaguchi.lg.jp/

場所：仁保一貫野集会所広場
(山口市仁保中郷6445番地)
時間：10時～

仁保自治会事務局
(TEL:083-929-0125)

第26回 蕎麦ヶ岳春山開き
(標高：557.3m)
20

月

10時00分から 神事、カズラカット
10時30分から 登山開始(往復約90分)
○蕎麦汁販売(100円)
○つきたて餅の無料配布など
※小雨決行

森歩きと石風呂の一日
～木登り体験会～

21

火

午前は「木登り体験会」。公認インストラクター
の指導のもと、専用ロープを使った木登り体験を
行います。楽しく安全に木や森を体感する自然活
動です。当日は野外活動ができる服装（長袖、長
ズボン、帽子、運動靴）でお越しください。本イ
ベントで必要な道具は主催者が用意します。午後
からは「石風呂体験」をお楽しみください。
※今回、森歩きはありません。
※申込期限3/18(土)正午

定員：午前の部20名、午後の
部50名（いずれも先着順）
時間：10時～15時
開催場所：国立山口徳地青少
年自然の家
参加料：午前の森歩きは無
料、石風呂体験は1人100円
持参物：野外活動ができる服
装（長袖、長ズボン、帽子、
運動靴）、昼食、飲み物、着
替え等
申込方法：電話

国立山口徳地青少年自然の
家
(0835-56-0113)
http://tokuji.niye.go.jp/
index.html

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

25

土

時間：19時～21時
冬のダイアモンド、春の星座を観察します。
場所：国立山口徳地青少年自
途中参加・途中退室が可能です。お気軽にどう
然の家
ぞ！
参加費：無料（宿泊、食事注
※荒天の場合は、室内で「星の話」や「星座早見 文は別途必要）
盤講座」等を行います。
※宿泊・食事を希望される場合、2日前までにご連
絡ください。

森の環境キャンプ～森と人とのつながり
を知ろう～（～3/26）

25

土

「森で遊ぼう」
「森の生き物を見つけよう」
「森と人とのつながりについて学ぼう」
「木を活用しよう」

※申込期限3/11（土）

対象：小学校4～6年生
定員：36名（応募者多数の場
合は、抽選）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：2600円（食費・シー
ツ洗濯代・保険代・教材費）
持産物：野外で活動できる服
装、履き慣れた運動靴、着替
え、防寒着、帽子、軍手、懐
中電灯、カッパ（セパレート
タイプが望ましい）、水筒、
洗面用具、タオル（バスタオ
ル含む）
申込方法：FAX、郵送

国立山口徳地青少年自然の
家
「星をみる会」担当
(TEL:0835-56-0113)
(e-mail:tokujisuishin@niye.go.jp)

国立山口徳地青少年自然の
家
担当（引地・木元）
(TEL:0835-56-0113)
(FAX:0835-56-0130)
(e-mail:tokujisuishin@niye.go.jp)

萩往還ワンデーウオーク2017

25

土

コースは2コースあります。佐々並コースは、国の
重要伝統建造物保存地区の「佐々並市」を通過
し、標高差約300ｍの「一升谷」と呼ばれる坂道を
歩きます。ここには、400年もの風雪を耐え忍んだ
石畳が今も残り、当時の往還の面影を最もよく残
しています。
約10㎞ほど歩くと、明木コースに合流し、藩主一
行がかごを下して休んだ、「悴坂駕籠建場跡」、
萩の城下を見ることができる最後の場所「涙松
跡」、萩往還の起点でもある「唐樋札場跡」と
いった史跡を通り、田町商店街を抜け、菊屋横町
を通り、中央公園でゴールとなります。
※申込期限3/8（水）

対象：小学生以上（小学生は
保護者同伴）
受付場所：佐々並公民館/旭イ
ベント広場
受付時間：7時30分～8時30分
/8時30分～9時30分
参加料：1000円（高校生以
下、75歳以上は無料）お弁当
を希望される方は、別途400円 萩市スポーツ振興課
申込方法：参加申込用の専用 （0838-25-5519）
振替払込用紙に、必要事項を
記入のうえ、参加費および弁
当代（希望者のみ）を添え
て、萩市民体育館へ持参、ゆ
うちょ銀行又は郵便局窓口に
て振込（別途振込手数料がか
かります。）

てくてくまち歩き
～江戸時代にタイムスリップ！～
25

土

対象:どなたでも
定員：50名
時間：9時10分～11時45分
常盤湖築堤のあかし、旧道にある石橋、周防長門 集合場所：JR常盤駅
参加費：無料
の国境の道、お駕篭道など往時の道をめぐりま
持参物：ウォーキングに適し
す。
た服装、靴、雨具
※事前申込必要
定員：10組（先着順）
時間：10時～13時
場所：ふれあいパーク大原湖
ペア、親子で、生地からソースまで手作りしてみ 参加費：1組2000円（ピザ2枚
ませんか？旬の味覚で作ったオリジナルピザをピ 分の費用含む）
ザ窯で焼いて、アツアツをめしあがれ！
持参物：エプロン、三角巾、
タオル、軍手など
※申込期限3/19(日)
申込方法：電話

宇部市観光・6次産業推進課
(TEL:0836-34-8353)
http://www.city.ube.yamag
uchi.jp/shisei/kankou/sup
port/guide.html

ペア、親子で楽しむ手作りピザ焼き教室
26

日

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

忍ニン修行でござる！
春の子ども村（～3/29）

27

月

対象：小学4年～6年生
木の葉がくれの術や火起こしの術、ひも結びの
(平成28年3月での学年です)
術、仲間や自然の気持ちを考える修行をクリアし 定員：40名
て、里山の忍者を目指す高学年キャンプ
場所：周南市大田原自然の家
参加費：7900円（食事代、バ
※当事業限定企画5～7名のグループでまとめて申 ス代、保険料、消耗品等）
し込むと、同じ班で力を合わせて修行することが 申込方法：はがき、FAX、E出来ます。
mail
※応募者多数の場合、抽選
※申込期限3/13(月)

桜ライトアップ（～4/18）
28

火

時間：17時30分～22時
場所：国道よりの進入路一体
桜開花時期に、国道より管理棟一体の桜の木を夜 の桜
間照明します。夜桜見学いかがですか。

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

ふれあいパーク大原湖
(0835-58-0200)
http://www.cable.ne.jp/~oharako/

■□■□■参加者募集中■□■□■
４月

行

事

名

場所・時間等

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～
1

土

時間：18時30分～20時30分
場所：国立山口徳地青少年自
月・冬のダイヤモンドとアルデバラン食
然の家
参加費：無料（宿泊、食事注
※荒天の場合は、室内で「星の話」や「星座早見 文は別途必要）
申込方法：電話、メール
盤講座」等を行います。
※宿泊・食事を希望される場合、2日前までにご連
絡ください。

連絡先

国立山口徳地青少年自然の
家
「星をみる会」担当
(TEL:0835-56-0113)
(e-mail:tokujisuishin@niye.go.jp)

周南地区探鳥会

2

日

下松市笠戸島大城岬と家族旅行村の桜と野鳥
初めての探鳥地、下松市笠戸島で満開の桜を楽し
みながら探鳥します。探鳥会後、新装になった国
民宿舎「大城」でバイキングランチや温泉を楽し
むこともできます。

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時）
場所：下松市笠戸島大城岬と
家族旅行村
集合場所：下松市家族旅行村
駐車場

日本野鳥の会山口県支部
周南地区
担当：立野
(0834-26-2376)

※雨天中止

定員：10組以内（先着順）
時間：10時～14時
場所：ふれあいパーク大原湖
早春の大原湖をカヌーで散歩、昼食は徳地和牛の 参加費：1人2500円
申込方法：電話
バーベキューをお楽しみください。
その他：小学生以下の方は子
共2人でカヌーに乗ることはで
きません。また、キャンセル
※申込期限3/30(水)
された場合、徳地和牛は原価
※雨天はバーベキューのみ
で購入となります。

カヌー遊び＆徳地和牛のバーベキュー
8

土

ふれあいパーク大原湖
(0835-58-0200）
http://www.cable.ne.jp/~oharako/

バードウォッチング入門①
～鳥のさえずりを聴いてみよう～
9

日

時間：10時～12時
場所：きらら浜自然観察公園
春は繁殖時期の始まりで、それに備えて鳥たちに 参加費：無料（19歳以上の方
変化が現れます。
は入館料200円が必要です）
その中でも衣替えする鳥を観察しましょう。
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
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。

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

シギ・チドリ春の渡り観察会

22

土

今年のシギ・チドリの渡り観察会は、岩国市南岩
国の尾津のハス田で行います。北に移動するシギ
達の姿を早春のハス田で観察しましょう。初心者
歓迎、なにも持たずに来られても、数台なら双眼
鏡をお貸しできます。

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：岩国市中央卸売市
場前

日本野鳥の会山口県支部
担当：山根
(TEL:083-929-0838)

※雨天中止

陶ヶ岳体験登山教室

22

土

疲れない山の歩き方や地図の読み方を学びながら
楽しく登山をしてみませんか。
コース：セミナーパークをスタート・ゴール
①陶ヶ岳(初心者向き)
②陶ヶ岳→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
講師：山口県山岳連盟

参加対象：小学校4年生以上
(小学生は要保護者同伴)
定員：50名程度（先着順）
時間：10時～15時30分
集合場所：山口県セミナー
パーク研修室205
参加費：無料
持参物：弁当、飲み物、軍手

(公財)山口県ひとづくり財
団 県民学習部 学習振興
課
(tel 083-987-1710)

※雨天中止
※申込受付期間3/23(木)8時30分～
電話のみで受付
定員：10組（先着順）
時間：10時～13時
場所：ふれあいパーク大原湖
ペア、親子で、生地からソースまで手作りしてみ 参加費：1組2000円（ピザ2枚
ませんか？旬の味覚で作ったオリジナルピザをピ 分の費用含む）
ザ窯で焼いて、アツアツをめしあがれ！
持参物：エプロン、三角巾、
タオル、軍手など
※申込期限3/19(日)
申込方法：電話

ペア、親子で楽しむ手作りピザ焼き教室
23

日

きらら浜自然観察公園春まつり
29

土

時間：10時～16時
場所：きらら浜自然観察公園
参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
料で貸出しいたします。

ふれあいパーク大原湖
(0835-58-0200)
http://www.cable.ne.jp/~oharako/

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

