自然とふれあう行事一覧表（３０年１月）
１月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

秋吉台ニューイヤートレイル2018
秋吉台最高峰「龍護峰」への新春トレッ
キング!
1

月

定員：30名(先着順)
時間：6時～8時30分
集合場所：秋吉台家族旅行村
参加料：大人800円、小人(小
※参加特典①山頂にてあったかいココアをご用意 学生)500円(中学生以下要保護 秋吉台家族旅行村
者同伴）
(TEL:0837-62-1110)
②下山後、「ぜんざい」「甘酒」の振る舞い③
注意事項：山登りに適した服
(FAX:0837-62-1340)
「秋吉台オリジナルティッシュ」&「秋吉台オリジ
装(防寒対策)･靴でご参加くだ
ナルてぬぐい」プレゼント
さい。
持参物：懐中電灯
※荒天中止
申込方法：電話、FAX
※申込期限12/25（月）

お正月臨時開園(～1/3)

2

5

火

新春特別メニュー
○新春バードウォッチング(※雨天･荒天時中止)
11時～12時、14時～15時の1日2回実施。
※双眼鏡、望遠鏡は無料貸し出しいたします。
○干支(戌)の工作
木片を使って今年の干支(戌)の置物を作ります。
※材料費無料
開館時間内は随時つくれます。

時間：9時～17時(ビジターセ
ンター入館は16時30分まで)
県立きらら浜自然観察公園
場所：きらら浜自然観察公園 (0836-66-2030)
参加費：無料(ただし19歳以上 http://kirara-h.com/
の方は入館料200円が必要)

冬休みも工作教室!（～1/8）

時間：14時～15時
場所：きらら浜自然観察公園
ビジターセンター
参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）

金 干支(戌)の工作です。14時までに集合でお願いし
ます。（遅れての参加はできません。）

冬のわんぱく村（～1/7）
～力を合わせて野外炊事！おいしいごは
んができるかな?～
5

金

対象：小学1年～6年生
定員：50名(応募者多数の場
合、抽選)
大田原自然の家カウンセラーキューピーズの企画 場所：周南市大田原自然の家
参加費：7900円（食事代、保
したキャンプを楽しもう!
（野外炊事、記念品づくりやウォークラリー等） 険料、消耗品等）
申込方法：はがき、FAX、Email
※申込期限12/11(月)必着

県立きらら浜自然観察公園
(0836-66-2030)
http://
www6.ocn.ne.jp/~kirara-h/

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

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

6

土

時間：18時30分～20時30分
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
秋と冬の星座･天の川(冬)を観察します。
参加費：無料（宿泊、食事注
途中参加・途中退室が可能です。お気軽にどう
文は別途必要）
ぞ！
持参物：懐中電灯、レジャー
※荒天の場合は、室内で「星の話」や「星座早見 シート、長袖・長ズボン、防
寒着
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 申込方法：電話、E-mail
絡ください。

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)

第3回徳地「森の子くらぶ」
～3･4年生☆冬の森でアドベンチャー!～
(～1/6)

6

7

7

土

対象：小学校 3・4年生
定員：50名程度(応募者多数の
アウトドアクッキング、ネイチャービンゴ、まき 場合、抽選)
場所：国立山口徳地青少年自
わり体験、クラフト等
然の家
参加費：2,600円(食事代、
シーツ洗濯代、保険料、教材
※募集締切12/22(金)17時必着
費等)
※平成29年11月･12月の森の子くらぶに参加された 申込方法：FAX、郵送
方は、応募が定員に満たない場合を除いて参加す
ることはできません。予めご了承ください。

日

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
冬のネイチャーゲームの会
らどなたでも
定員：30名
冬の山道をゆったりと散歩しながら、生きものた 時間：10時～15時
ちの気配を感じよう。山から下りた後は、あたた 集合場所：霜降山男山駐車場
(宇部市)
かい温泉に入ろう!
参加費：300円
申込方法：電話、FAX、E-mail

日

対象：小学生以上(小学生は保
護者同伴)
定員：なし
霜降山月例山行(1月)
時間：9時～12時(終了時間は
予定です)
真締川ダム駐車場をスタート･ゴールとする霜降山 場所：真締川ダム駐車場(集合
NPO法人霜降会
登山を行います。
場所も同じ)～霜降山山系
(TEL:0836-21-5250)(凡喫茶
参加費：無料
※9時までに、集合場所の「真締川ダム駐車場にお 持参物：飲み物、雨具、軽い 内)
集まりください。
おやつ
※集合場所の地図や詳細については、NPO法人霜降 服装：帽子、長袖、長ズボ
会のホームページをご覧ください。
ン、軍手など山歩きがしやす
い服装
申込方法：事前申込み不要

山口地区探鳥会
13

土 荒谷ダムのクマタカと冬鳥観察
※雨天中止

天体観測教室
「秋と冬の星座をみよう」
13

国立山口徳地青少年自然の
家
担当:中島･小山
(TEL:0835-56-0112)
(FAX:0835-56-0130)
(E-mail:tokujikikaku@niye.go.jp)
http://tokuji.niya.go.jp/

土

※事前にお申込みが必要です。
※集合時間厳守でお願いします。
※受付開始：12/13(水)

時間：9時30分～12時
（集合時間：9時30分）
場所：山口市宮野上荒谷ダム
集合場所：山口市宮野上荒谷
ダム堰堤駐車場
その他：防寒対策

対象：小学生～一般
定員：50名
時間：18時30分～20時
参加費：無料
申込方法：来館、TEL、FAX、
E-mail

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)

日本野鳥の会山口県支部
山口地区
担当：大畠
(080-6306-2900)

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

美祢地区探鳥会
14

日 厚東川上流域の冬鳥観察
※雨天中止

下関地区探鳥会
14

日 菊川町溜池の野鳥たち
※悪天候中止

萩･阿武地区探鳥会
14

日 阿武川の冬鳥観察
※雨天中止

バードウォッチング入門⑩
～猛禽類を観察しよう～

14

日

北から渡ってきた多くの冬鳥を狙って、猛禽類(タ
カやフクロウ)も公園に飛来し、特にオオタカ、ハ
イタカ、チュウヒなどのタカが見やすくなってい
ます。新年にふさわしい、縁起物のタカを観察し
ましょう。

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：美祢市秋芳町旧下
郷小学校付近(約50ｍ上流の左
岸側)
その他：防寒対策

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

時間：9時～12時
（集合時間：9時）
場所：下関市菊川町
集合場所：下関市JR山陽本線
長府駅

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

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時30分）
場所：萩市阿武川流域
集合場所：萩市JR山陰本線萩
駅

日本野鳥の会山口県支部
萩･阿武地区
担当：三谷
(0838-25-4753)

時間：10時～12時
集合場所：きらら浜自然観察
公園ビジターセンター
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：双眼鏡は無料で貸出
しいたします。

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

※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。

秋吉台エコツアー
～火道づくり～

14

日

定員：20名（先着順）
時間：9時～13時30分
集合場所：体験民宿ほっとビ
秋吉台の原風景「秋吉台ドリーネ畑」の景観保全 レッジ美東
のために、火や風が通り易くなるよう、ドリーネ 参加費：1500円（昼食代、飲
畑周辺の草木を刈ります。
み物代込/前日宿泊可7500円）
(小中学生、幼児 要保護者同
伴）
※参加者ご自身の車で林道を移動していただきま 持参物：野外活動・ウォーキ
す。
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
(0837-63-0055)
http://www.akiyoshidaiecotour.org/

※申込期限1/9(火)

対象：小学生以上
定員：20名
時間：13時～16時
コウモリはとってもかわいくて、秘密技をたくさ 参加費：無料
ん持っているすごい動物です。そんな彼らの冬眠 持参物：懐中電灯、長靴、手
の様子を、そっと観察します。
袋
服装：汚れてもよい服装
※雨天決行

冬眠中のコウモリを見る
14

日

秋吉台エコ・ミュージアム
(TEL/FAX：08396-2-2622)
(E-mail：
akiyosiecomuseum@yahoo.co
.jp)
http://www.cable.ne.jp/~mitou14/event.html

14

15

日

月

対象：年中～小学生とその家
族
定員：12家族(申し込み多数の
場合は、抽選)
おやこで陶芸
時間：9時30分～15時
～お茶碗づくり～
参加費：1人400円(施設使用料
100円、保険料20円、陶土代
山口県由宇青少年自然の家
親子でお茶碗作りにチャレンジしませんか?自分で 280円)
（山口県ふれあいパーク）
作ったお茶碗でご飯を食べるととても美味しいで 場所：山口県由宇青少年自然 (TEL：0827-63-1513）
すよ。各家族ごとにスタッフがつきます。
の家(山口県ふれあいパーク)
準備物：土などで汚れてもよ
※申込受付期間12/14(木)～19日(火)17時まで
い服装(エプロン、タオルな
ど)
申込方法：電話

森の手作り教室
～木の実で作る犬のおひな様～（1/16）

対象：どなたでも
定員：30人(先着順)
時間：10時30分～15時
（集合：10時20分）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：1,000円（食費、教材
費、お茶代）
持参物：持ち帰り用の箱
申込方法：電話、FAX、E-mail

国立山口徳地青少年自然の
家 事業推進係
(TEL：0835-56-0113)
(FAX：0835-56-0130)
(E-mail：tokujisuishi@niye.go.jp)

体験の風をおこそう
石風呂体験会

17

水

定員：各回50名程度
時間：13時～15時（受付開始
12時）
(12/20、1/17、2/14、3/4）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
バス送迎ルート
参加費：100円（当日徴収）
防府方面12/20、1/17、山口方面2/14
3/4は調整中（※2月上旬ごろ、主催所ホームペー 持参物：タオル、着替え（下
着含む）、汚れても良い長
ジ掲載予定）
※送迎バスを希望される場合、送迎バスは無料で 袖・長ズボン、洗面用具、水
分補給のための飲料など
す。定員27名（事前予約制、先着順）
※自家用車で来所の場合は一般駐車場に駐車して ※シャワーを使用できます。
石鹸はありますが、タオル・
ください。
シャンプー等は各自でご持参
※申込期限：各回実施日の3日前12時まで受付可 ください。
申込方法：電話
能（キャンセルも同様の期限となります。）

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
冬コース ～豆腐とおから料理づくり～
18

木

定員：5～6人
時間：9時～13時
場所：大島地区 工房ふきの
みかん色に色づいた山々と青い海、青い空。大島 とう
の心癒される景観です。周防大島の農漁業者のみ 参加費：1人1500円
なさんとふれあいながら、楽しく、おいしく、心 持参物：エプロン、マスク、
三角巾
温まる交流をしてみませんか?
申込方法：はがき、電話、
FAX、E-mail
※昼食あり
※申込締切1/8(月)

国立山口徳地青少年自然の
家
担当：與儀(よぎ)
(TEL:0835-56-0113)

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)

周南地区探鳥会

20

土

新企画!
周防の森ロッジ周辺の冬鳥観察と室内例会。会員
の桑原芳晴さんのご協力で実施し、初の試みで室
内例会も行います。新年最初の探鳥会です。多く
の皆さんの参加をお待ちしています。

時間：9時～13時
（受付時間：8時45分）
場所：光市周防の森ロッジ
集合場所：光市立野周防の森
ロッジ駐車場

日本野鳥の会山口県支部
周南地区
担当：小林
(0834-25-4469)

※雨天中止

20

土

対象：小学1年～4年生までの
お子さんとその家族(兄弟、姉
妹の未就学児のお子さんも参
加可能)
第2回家族で食キャンプ
定員：50名程度（全家族で）
～家族でホッとなひとときを～(～1/21) (応募者多数の場合、抽選）
時間：10時～翌日15時
みんなのこころがホッとする、そんなひとときを 場所：国立山徳地青少年自然
すごしませんか？
の家
参加費：大人3020円、小学生
※応募期限1/6（月）
2960円、未就学児2520円（食
事代、シーツ洗濯代、保険
代、材料費等）
申込方法：郵送、FAX、E-mail

定員：親子を対象に50人(定員
を超えた場合、抽選)
時間：10時30分～翌日13時30
分
場所：山口県十種ヶ峰青少年
ゲレンデスキー、歩くスキー、雪遊びなど
自然の家
《積雪不良時》冬山散策、ネイチャークラフトな 参加費用：26才以上3000円、
ど
19才以上25才以下2800円、19
※今回のスキー活動は、リフトを使用しません。 才未満2700円〔食事代(4食)、
※スキー靴とスキー板は用意します。
施設使用料(19才以上のみ)、
シーツ代、保険料等〕
※申込期限1/5(金)
申込方法：FAX、E-mail

とくさがみね自然体験プログラム8
（～1/21）
～冬のアドベンチャー教室①～
20

土

防府地区探鳥会
21

日 佐波川河口域の冬鳥観察
※雨天中止

幕末維新デスティネーションキャンペー
ン
「古地図を片手にまちを歩こう」～神仏
に護られていた宇部発祥の地～
21

日

時間：9時～12時
（集合時間：9時）
場所：防府市佐波川河口域
集合場所：防府市迫戸町白坂
公園(トイレがある河川敷の駐
車場)

対象：どなたでも
定員：40名(先着順)
時間：9時50分～12時
（集合時間9時50分）
萩藩永代家老・福原家領地宇部村は、御田屋を中 場所：宇部市内
心に神社仏閣が集まっています。江戸時代の道を 集合場所：琴崎八幡宮バス停
確認しながら巡ります。
参加費：無料
※申込期限1/19(金)

国立山口徳地青少年自然の
家
担当：小山･引地
(TEL:0835-56-0112)
(FAX:0835-56-0130)
(E-mail:tokujikikaku@niye.go.jp)
http://tokuji.niye.go.jp/

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/

日本野鳥の会山口県支部
防府地区
担当：大畠
(080-6306-2900)

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

森林セラピー山口健康登山～大海山～

21

日

1月は、山口市秋穂にある大海山(標高324.6m)を登
ります。
大海山は、別名亀尾山と呼ばれている山で、標高
はあまりないですが周辺に大きな山がないことか
ら、山頂は明るく東から南の展望が開けており、
胸のすくような眺望が広がります。
ペースはゆっくりの方に合わせます。はじめての
方もお気軽にご参加ください。

定員：20名(先着順)
時間：9時～14時30分
集合場所：千防川砂防公園駐
車場
参加費：1000円(小中学生500
円※要保護者同伴)
持参物：昼食、飲み物、歩き
やすい服装、登山靴、手袋(軍
※十分な水分をお持ちください（500mlペットボト 手以外のものが望ましい)、雨
具、防寒着など
ル２本程度）
※雨天の場合は中止になります。中止の場合は、 申込方法：電話、FAX、E-mail
当日朝7時までに森林セラピー山口ホームページ上
に掲載します。

森の案内人の会
(山口市徳地農林振興事務所
内）
(TEL：0835-52-1122)
E-mail：tknourin@city.yamaguchi.lg.
jp
http://www.shinrintherapy-yamaguchi.jp/

※申込期限1/18(木)

JRふれあいウォーク
「名高い地蔵尊に願掛け巡り」

24

水

臨時バスと周遊バス"めぐりーな"を利用して、霊
験あらたかな北向地蔵尊の寒詣り(大例祭)と、不
思議な由来の飛上り地蔵尊を巡ります。石炭記念
館展望台からの眺めは最高!常盤湖畔でおいしいラ
ンチの後は、公園散策をします。

対象：どなたでも
定員：50名(先着順)
時間：8時40分～14時35分
宇部市観光推進課
場所：宇部市内
(TEL：0836-34-8353)
集合場所：JR宇部新川駅
(FAX：0836-22-6083)
参加費：2000円(バスカード、
昼食代含)

※雨天決行
申込期限1/22(月)

山口地区探鳥会
27

土 維新公園の冬鳥観察
※雨天中止

27

土

時間：9時30分～12時
（集合時間：9時30分）
場所：山口市吉敷維新公園
集合場所：山口市吉敷維新公
園児童センター前

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
雪のネイチャーゲームの会
定員：35名
時間：7時50分～19時30分
バスに乗って銀世界の森へ出かけよう!みんなで雪 場所：宇部市役所～もみのき
森林公園(広島県)
の白さ、冷たさ、神秘さを感じよう!
集合場所：宇部市役所
参加費：2000円
申込方法：電話、FAX、E-mail

日本野鳥の会山口県支部
山口地区
担当：大畠
(080-6306-2900)

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)

第4回徳地「森の子くらぶ」
～3･4年生☆冬の森でアドベンチャー!～
(～1/28)
27

27

土

土

対象：小学校 3・4年生
定員：50名程度(応募者多数の
場合、抽選)
アウトドアクッキング、ネイチャービンゴ、まき 場所：国立山口徳地青少年自
然の家
わり体験、クラフト等
参加費：2,600円(食事代、
シーツ洗濯代、保険料、教材
※募集締切1/12(金)17時必着
※平成29年11月･12月の森の子くらぶに参加された 費等)
方は、応募が定員に満たない場合を除いて参加す 申込方法：FAX、郵送
ることはできません。予め了承下さい。

対象：興味のある方どなたで
も
定員：10組程度(申し込み多数
の場合、抽選)
時間：14時～翌日15時
とことん木工教室(～1/28)
場所：山口県由宇青少年自然
の家（ふれあいパーク）
本格木工教室です。ひとりからでも、家族でもだ 参加費：240円(保険、施設使
れでも参加出来ます。講師は、美川木工さんで、 用料(1日あたり120円))
安心して製作できます。
材料費：①ワゴン6000円②ポ
山口県由宇青少年自然の家
①ワゴン
スト6000円
（山口県ふれあいパーク）
②ポスト
宿泊室料：1室3600円(洋室4
(TEL：0827-63-1513）
※子ども用に、かんたん木工キットも準備してい 名･和室5名まで宿泊できま
す。)
ます。
食事代：メニュー表からお選
びいただけます。
持参物：木工作業に適した服
※申込期間12/20(水)～24(日)17時まで
装、宿泊用具(タオル、歯ブラ
シ、着替え等)※のこぎり、か
なづち等使い慣れた木工用具
があればお持ちください。
申込方法：電話

宇部地区探鳥会
28

国立山口徳地青少年自然の
家
担当:中島･小山
(TEL:0835-56-0112)
(FAX:0835-56-0130)
(E-mail:tokujikikaku@niye.go.jp)
http://tokuji.niya.go.jp/

日 阿知須干拓の冬鳥観察
※雨天中止

時間：9時30分～12時
（集合時間：9時30分）
場所：山口市阿知須きらら浜
自然観察公園
集合場所：山口市阿知須きら
ら浜自然観察公園ビジターセ
ンター前
その他：センターに入館され
る場合は入館料200円(19才以
上の方)が必要です。

対象：5才児以上
定員：15家族
時間：13時～16時
昆虫たちは冬の間はどこにいるの?何をしている 場所：秋吉台エコ・ミュージ
の?そんな疑問を解決するために、フィールドへ調 アム
べにでかけてみよう!
参加費：大人200円、こども無
カブトムシやテントウムシ、カマキリなどいろい 料
ろな昆虫の冬越しが見られるよ!
持参物：軍手、カットバン、
ふた付きの円筒形のコーヒー
※雨天決行
ビン(500～1000㏄)1本、雨具
(カサ、カッパ等)
※応募締切1/22(月)(先着順)
服装：野外散策に適した服装

日本野鳥の会山口県支部
宇部地区
担当：原田
(0836-66-2030)

森の昆虫教室（冬）

28

日

秋吉台エコ・ミュージアム
(TEL/FAX：08396-2-2622)
(E-mail：
akiyosiecomuseum@yahoo.co
.jp)

気象教室
「冬のお天気調べ」
28

日 ※事前のお申込みが必要です。
※集合時間厳守でお願いします。

対象：小学3年生～一般
定員：20名
時間：13時～15時
参加費：300円(要別途観覧料)
申込方法：来館、TEL、FAX、
E-mail

※受付開始12/28(木)

冬のネイチャーゲーム大会
28

日
ネイチャーゲームと自然あそびで体を温めよう!

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴）
定員：自由参加
時間：20時15分～22時
場所：県立山口博物館
参加費：無料

皆既月食を見る会
31

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～14時30分
集合場所：深坂自然の森 森
の家下関(下関市)
参加費：大人300円、子ども
200円
申込方法：電話、FAX

水
※雨天･曇天中止

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

下関シェアリングネイャー
の会
（事務局：石川）
(TEL:083-233-1280)
(FAX:083-233-1789)

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

■□■□■参加者募集中■□■□■
２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
冬コース ～あられとみかん餅づくり～
1

木

定員：5～6人
時間：13時～16時
場所：大島地区 工房ふきの
とう
みかん色に色づいた山々と青い海、青い空。大島 参加費：1人1200円
の心癒される景観です。周防大島の農漁業者のみ 持参物：エプロン、マスク、
なさんとふれあいながら、楽しく、おいしく、心 三角巾
申込方法：はがき、電話、
温まる交流をしてみませんか?
FAX、E-mail

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)

※申込締切1/22(月)

第5回徳地「森の子くらぶ」
～3･4年生☆冬の森でアドベンチャー!～
(～2/4)
3

土

対象：小学校 3・4年生
定員：50名程度(応募者多数の
場合、抽選)
アウトドアクッキング、ネイチャービンゴ、まき 場所：国立山口徳地青少年自
然の家
わり体験、クラフト等
参加費：2,600円(食事代、
シーツ洗濯代、保険料、教材
※募集締切1/12(金)17時必着
※平成29年11月･12月の森の子くらぶに参加された 費等)
方は、応募が定員に満たない場合を除いて参加す 申込方法：FAX、郵送
ることはできません。予めご了承下さい。

国立山口徳地青少年自然の
家
担当:中島･小山
(TEL:0835-56-0112)
(FAX:0835-56-0130)
(E-mail:tokujikikaku@niye.go.jp)
http://tokuji.niya.go.jp/

周南地区探鳥会
4

日

新企画!
周南市西津木周辺の冬鳥観察
初めての方、会員外の方も歓迎です。お友達を
誘ってご参加ください。

時間：8時30分～12時
（受付時間：8時）
場所：周南市西津木周辺
集合場所：周南市福川長田
フィッシャリーナ(夜市川河
口)

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

秋吉台エコツアー
～火道づくり～

4

日

定員：20名（先着順）
時間：9時～13時30分
集合場所：体験民宿ほっとビ
山焼き時に火や風が通り易くするためドリーネ周 レッジ美東
参加費：1500円（昼食代、飲
辺の草木を刈ります。
み物代込/前日宿泊可7500円）
(小中学生、幼児 要保護者同
※参加者ご自身の車で林道を移動していただきま 伴）
持参物：野外活動・ウォーキ
す。
ングに適した服装、靴、雨具
※申込期限1/30(火)

神徳泰彦
(～3/4）
4

日

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

水彩画展～水辺の風景～

開園時間：9時～17時(ビジ
ターセンター入館は16時30分
神徳氏は宇部市を拠点に活動されており、山口県 まで
の美しい自然の風景を中心に描かれています。今 場所：きらら浜自然観察公園
回は"水辺の風景"をテーマに、きらら浜自然観察 ビジターセンター内
公園を描いた作品を中心にした23点のすばらしい 入館料：19歳以上の方は入館
作品を紹介します。
料200円が必要です

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

※月曜日休園(祝祭日の場合翌日)

月

定員：5人
時間：9時～16時
場所：大島地区農産物加工セ
ンター
参加費：1人1800円
みかん色に色づいた山々と青い海、青い空。大島 持参物：水を通さないエプロ
の心癒される景観です。周防大島の農漁業者のみ ン、マスク、三角巾、ゴム手
なさんとふれあいながら、楽しく、おいしく、心 袋、雨合羽(ヤッケ)、長靴(泥
温まる交流をしてみませんか?
等ついてないもの)
申込方法：はがき、電話、
※昼食あり
FAX、E-mail
※申込締切1/25(木)

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)

月

対象：どなたでも
定員：30人(先着順)
時間：10時30分～15時
（集合：10時20分）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：1,000円（食費、教材
費、お茶代）
持参物：エプロン･手拭き用タ
オル
申込方法：電話、FAX、E-mail

国立山口徳地青少年自然の
家 事業推進係
(TEL：0835-56-0113)
(FAX：0835-56-0130)
E-mail：tokujisuishi@niye.go.jp

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
冬コース ～みかん缶詰づくり～
5

5

森の手作り教室
～こんにゃく作り～（2/6）

岩国地区探鳥会
10

土 生見川ダムのオシドリを訪ねて
※雨天中止

時間：9時～12時
場所：岩国市美川町生見川ダ
ム
集合場所：JR岩徳線西岩国駅
(8時30分)
生見川ダム堰堤駐車場(9時)

定員：親子を対象に50人(定員
を超えた場合、抽選)
時間：10時30分～翌日13時30
分
場所：山口県十種ヶ峰青少年
ゲレンデスキー、歩くスキー、雪遊びなど
自然の家
《積雪不良時》冬山散策、ネイチャークラフトな 参加費用：26才以上3000円、
ど
19才以上25才以下2800円、19
※今回のスキー活動は、リフトを使用しません
才未満2700円〔食事代(4食)、
※スキー靴とスキー板は用意します
施設使用料(19才以上のみ)、
シーツ代、保険料等〕
※申込期限1/26(金)
申込方法：FAX、E-mail

とくさがみね自然体験プログラム9
（～2/11）
～冬のアドベンチャー教室②～
10

土

下関地区探鳥会
11

日 下関市木屋川付近の野鳥たち
※雨天中止

美祢地区探鳥会
11

日 山陰海岸や河口のカモ･カモメ類観察
※雨天中止

宇部地区探鳥会
11

日 小野湖のオシドリ観察
※小雨決行

11

バードウォッチング入門⑪
日 ～冬に見やすい小鳥たち～
※雨天時は室内からの観察となります。

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

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/

時間：9時～12時
（集合時間：9時）
場所：下関市木屋川河口及び
糸根
集合場所：下関市JR山陽本線
長府駅

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

時間：8時30分～14時
（集合時間：8時30分）
場所：山陰海岸(長門～粟野)
集合場所：長門市青海島観光
遊覧船乗り場駐車場
その他：防寒対策、弁当持参

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

時間：13時30分～16時
（集合時間：13時30分）
場所：宇部市小野湖
集合場所：宇部市小野アクト
レッジおの駐車場

日本野鳥の会山口県支部
宇部地区
担当：渡邉
(090-9739-7992)

時間：10時～12時
集合場所：きらら浜自然観察
公園ビジターセンター
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：双眼鏡は無料で貸出
しいたします。

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

くだまつ笠戸島アイランドトレイル2018

11

日

笠戸島は、「七浦七岬」と呼ばれる変化に富んだ
海岸線を持ち、整備されたハイキングコース、摺
鉢山や高壺山など標高200ｍを超える山、海の上を
走る海上遊歩道など豊かな自然の中を駆け巡る。
かと思えば、タンカーなど大型船の造船所や恐竜
の口の中！？など変化に富んだコースはランナー
を飽きさせません。笠戸島全域を使った約28Km(累
積標高1758m）のコースをお楽しみください！！
※雨天決行
※申込期限12/17(日)

定員：総勢800人（先着順）
時間：8時30分～16時
（受付：6時30分～）
開催場所：下松市笠戸島
はなぐり海水浴場駐車場(ス
タート・ゴール）
コース：ロング30㎞
ショート18km
参加費：ロング7300円
ショート5300円
（両コース参加賞付）
※大会エントリー費の一部を
(300/人)を笠戸島の環境保護･
保全活動や登山道整備活動に
利用させていただきます。

下松商工会議所
(0833-41-1070)
http://kasadojimaislandtrail.com/

体験の風をおこそう
石風呂体験会

14

水

定員：各回50名程度
時間：13時～15時（受付開始
12時）
(12/20、1/17、2/14、3/4）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
バス送迎ルート
参加費：100円（当日徴収）
防府方面12/20、1/17、山口方面2/14
3/4は調整中（※2月上旬ごろ、主催所ホームペー 持参物：タオル、着替え（下
着含む）、汚れても良い長
ジ掲載予定）
※送迎バスを希望される場合、送迎バスは無料で 袖・長ズボン、洗面用具、水
分補給のための飲料など
す。定員27名（事前予約制、先着順）
※自家用車で来所の場合は一般駐車場に駐車して ※シャワーを使用できます。
石鹸はありますが、タオル・
ください。
シャンプー等は各自でご持参
※申込期限：各回実施日の3日前12時まで受付可 ください。
申込方法：電話
能（キャンセルも同様の期限となります。）

国立山口徳地青少年自然の
家
担当：與儀(よぎ)
(TEL:0835-56-0113)

みんなで楽しむ天体観測
(第8回、第9回)(～2/15)

14

水

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上映
※申込受付期間1/10(水)から
2/8まで
※定員に達し次第締切

第8回2/7、第9回

対象：県民の皆さん
定員：各回30名(中学生以下は
保護者同伴)
時間：第8回18時30分～20時、
第9回18時30分～20時
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･学校支援班
(TEL:083-987-1190)
(FAX:083-987-0209)
(E-mail:
gakko@center.ysn21.jp)
URL:http://www.ysn21.jp/

秋吉台エコツアー
～秋吉台山焼き火入れ～

18

日

定員：20名（先着順）
台上に覆い茂った草木を焼き払い秋吉台の草原を 時間：8時～13時
守ります。
集合場所：体験民宿ほっとビ
レッジ美東
※本ツアーは火道切りか火道づくり(1/14、2/4の 参加費：2000円（昼食代込/前
いずれかのツアー）に参加された方のみを対象と 日宿泊可7500円）(小中学生、
させていただいております。
幼児 要保護者同伴）
※雨天の場合は2/24(土)に延期、それ以降は順延 持参物：野外活動・ウォーキ
となります。
ングに適した服装、靴、雨具
※火入れ場所までは大正洞駐車場から徒歩で移動
していただきます。(約20分)

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

※申込期限2/14(火)

秋吉台山焼き体験

18

日

日本最大の野焼き「秋吉台山焼き」を体験するこ
とで、その迫力を肌で感じ感動を共有する。ま
た、長い歴史のある山焼きの存続が危惧されてい
る中、本来の山焼きの目的を知り、農作業の一環
として、勤労や協力の大切さを体験する。
※申込期限1/24(水)
※募集定員を超えた場合は抽選。結果は封書で各
家庭に発送します。
※雨天順延予定日：2/24(土）2/25（日）

定員：小学生以上の親子及び
一般80名
時間：8時30分～14時
場所：山口県秋吉台青少年自
然の家
参加費：19歳以上1000円(食
費、保険料、施設使用料）
18歳以下800円（食費、保険
料）
申込方法：はがき、FAX、Email

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/

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

24

土

時間：18時30分～20時30分
場所：国立山口徳地青少年自
冬のダイヤモンドと月(カノープス)を観察しま
然の家
す。
参加費：無料（宿泊、食事注
途中参加・途中退室が可能です。お気軽にどう
文は別途必要）
ぞ！
持参物：懐中電灯、レジャー
シート、長袖・長ズボン、防
※荒天の場合は、室内で「星の話」や「星座早見 寒着
盤講座」等を行います。
申込方法：電話、E-mail
※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。

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)

