自然とふれあう行事一覧表（２９年９月）
９月

行

事

名

場所・時間等

定員：小学生以上の親子40人
日時：9月2日10時～9月3日13
時30分
場所：山口県十種ヶ峰青少年
家族を対象に人間関係づくりプログラムを実施す 自然の家
ることで、家族の絆を深め、また、家族間の
参加費用：26才以上2400円、
交流を広げます。
19才～25才2200円、19才未満
森のチャレンジコース体験等（※天候によって変 2100円〔食事代、施設使用料
更あり）
（19才以上のみ）、保険料
等〕
※申込期限8/18(金)
申込方法：FAX、E-mail

連絡先

とくさがみね自然体験プログラム3
「秋のアドベンチャー教室」（～9/3）
2

土

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)

アワサンゴ群落シュノーケリングと海域
クルージング

3

3

日

定員：10名
対象：小学5年生以上（小中高
生は保護者同伴）
集合時間：9時
シュノーケリングの練習
NPO法人
集合場所：周防大島町外入地
アワサンゴ観察
自然と釣りのネットワーク
区
海域クルージング
(藤本：080-6314-9678)
参加費：10000円（昼食代、
※ウエットスーツとシュノーケリング用具はこち チャーター船代、保険料、指
導ガイド代を含む）
らで用意します。
その他：更衣シャワー室やト
※荒天の場合、中止
イレは完備。
※事前申込必要

日

定員：20名(先着順)
時間：10時～12時
森からはじまる健やかライフ～ノル
集合場所：旧野谷集会所
ディックウォーキング体験会～
参加費：500円(小・中学生250
円※保護者同伴)
森林セラピー基地で、森の案内人の指導の下、健 持参物：散策できる服装と履
康増進効果の高いノルディックウォーキングを体 きなれた靴、リュックサック
験します。
(両手がフリーになるもの)、
帽子、昼食、水筒、手袋、タ
※荒天の場合、中止
オル、雨具、(あれば)ノル
※申込期限8/31(水)
ディックウォーキングポール
など

山陽小野田地区探鳥会
3

日 サンショウクイの渡り観察
※雨天中止

油谷湾釣り体験
3

日
※申込期限8/31(木)
※荒天時は中止

時間：7時～10時
（集合時間：6時50分）
場所：山陽小野田市竜王山
集合場所：小野田市竜王山山
頂駐車場

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/

日本野鳥の会山口県支部
山陽小野田地区
担当：川口
(TEL：0836-83-7250)

対象：小学生以上(但し、小学
校４年生以下は保護者の方の
同伴が必要）
定員：10名(先着順）
場所：山口県油谷青少年自然
の家
時間：10時～14時30分
山口県油谷青少年自然の家
(受付開始：9時30分）
(TEL：0837-32-1000)
持参物：昼食、飲料水、タオ
ル、雨天時のカッパ、釣った
魚を持って帰る保存ＢＯＸ
釣り道具持参可、その他必要
と思われるもの）
参加費：1000円
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埴輪を作ろう！

9

土

加工しやすく乾燥しやすいという特徴をもつ素焼
き調粘土を使って、古墳時代特有の焼き物である
埴輪の製作に取り組み、古代の人々の知識や技術
について学習します。
講師：荒巻 直大(あらまき なおひろ)
（山口県立山口博物館・学芸員）

対象：一般（※小学生以下は
保護者同伴のこと）
定員：30名(希望者多数の場合
は、抽選）
時間：13時30分～15時30分
場所：光市教育委員会ホール
（光市光井九丁目18番3号）

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

※申込期限8/30(水)

秋吉台夜の草原コンサート（～9/10）

9

土

秋吉台の夜の草原をバックに虫の音の大合唱の
中、ファミリーコンサートを開き、大自然の中で
聞く音楽のすばらしさ、心地良さを体感しましょ
う。また、自然の中でのオリエンテーリングや宝
探しハイクを通して、家族のふれあいや絆を深め
ましょう。
※申込期限8/23(水)

対象：幼児、小学生とその家
族・一般
定員：60名
時間：9月9日15時～9月10日11
時30分
場所：山口県秋吉台青少年自
然の家
参加費：大人3000円(食事代、
保険代、施設使用料、その
他）小人2500円(食事代、保険
代、その他）
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

維新策源地「湯田温泉」ウォーク

9

土

毛利歴代藩主の湯治の歴史と維新の策源地となっ
た湯田温泉を巡り、西郷、大久保、木戸が討幕の
会見をした史跡「南洲亭」などを、ガイドブック
「毛利元就」の著者石川和朋先生と歩きます。
国登録記念物「松田屋ホテル庭園」を特別に見学
します。

時間：14時30分～17時30分
定員：25名（先着順）
集合場所(時間)：
1湯田温泉駅(14:30)
2狐の足あと(14:40)
湯田温泉駅→狐の足あと→松田屋庭園→薬師堂→ 参加費：500円(ガイド料、傷
湯田茶屋御殿湯跡→温泉舎→周布政之助碑→井上 害保険料)
公園→狐の足あと
申込方法：電話、FAX、E-mail

山口市観光交流課
(TEL:083-934-2810)
(FAX:083-934-2649)
(Email:kanko@city.yamaguchi
.lg.jp)

※開催日は、平成29年9月～12月毎週土曜日
（※先生の都合により中止日有）
※申込期限 実施日の7日前16時30分（土日祝日
は受け付けておりません）

バードウォッチング入門⑥
～渡り途中のシギ・チドリ類～
10

日

時間：10時～12時
場所：きらら浜自然観察公園
シギ・チドリ類は秋になると南の越冬地に向けて 参加費：無料（19歳以上の方
渡りを始めます。
は入館料200円が必要です）
渡り途中に干潟に立ち寄るシギ・チドリ類を観察 持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
してみましょう。
料で貸出しいたします。

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

※雨天の場合は、室内からの観察となります。

第27回ふしの川漁協まつり
10

日

時間：9時30分～15時30分
アユのつかみどり、水辺の教室（要申込、申込期 場所：椹野川漁業協同組合平
限8/29）、ふれあいタッチプール、特価販売など 川養魚所（平川河川公園）

椹野川漁業協同組合
〒753-0831
山口市平井340-1
(TEL：083-922-3537）

※大雨の場合中止

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～
10

日

対象：どなたでも
定員：40名
時間：9時50分～12時
（集合時間9時50分）
萩藩永大家老・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。

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

※申込期限9/9(土)

2/9

県立山口博物館 コーナー展示
「やまぐち『花』巡り～大切にしたいや
まぐちの自然～」(～10/1）
13

水

場所：山口県立山口博物館
３階展示室
時間：9時～16時30分(入館は
16:00まで。月曜休館、月曜が
自然豊かな山口県では、海岸から標高1300ｍを超 祝日の場合は翌日休館。)
す中国山地の山々まで、多種多様な生き物たちが 観覧料：一般150円、学生100
円
みられます。
・ 山口県内各地の絶滅危惧種など、美しく貴重 ※70歳以上、19歳未満の方及
な植物の『花』の姿と、その特徴などを、50点以 び高等学校・中等教育学校・
総合支援学校（特別支援学
上の写真・解説パネルや映像で紹介。
・ 紹介した植物(一部)の標本や模型も併せて展 校）等に在学する生徒は無
料。
示。

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

森林セラピー山口健康登山～十種ヶ峰～

17

日

定員：20名(先着順)
時間：9時～15時
場所：十種ヶ峰登山口（神角
ルート）
参加費：1000円（小・中学生
500円※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
（軍手以外のものが望まし
い）、雨具、レジャーシート
など

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/

定員：130名（先着順）
時間：9時～14時
（受付 7時～）
相島で育ったあま～い”さつまいも”掘りを体験 場所：萩市 相島
（受付場所 萩港定期船
してみませんか？大自然の中で、ゆったりとした
時間を過ごしてみませんか。ご家族連れでの参加 乗り場）
参加費：大人2500円（中学生
も大歓迎です。
以上）子ども1000円（小学
生）小学生未満は無料
※申込期限8/31(木)
※遊覧船は別途料金が必要

JAあぶらんど萩 相島ふれ
あい店
(TEL：0838-25-7166)
(E-mail：
noriko.tanaka@abrand.biz)

山口市徳地森林セラピー基地で活動する森の案内
人の会は、来訪者の方々を安全に森にいざないま
す。
9月は、山口市阿東にある十種ヶ峰（標高989m）
を登ります。
十種ヶ峰は、別名「長門富士」ともいわれる山口
県の名峰です。頂上から360度の展望が楽しめま
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。
※雨天中止。
※申込期限9/14(木)

2017「相島いも掘りフェスタ」
23

土

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

23

土

時間：19時～21時
土星、夏の大三角、秋の四辺形を観察します。
途中参加・途中退室が可能です。ご家族・グルー 場所：国立山口徳地青少年自
然の家
プでのお申込み大歓迎！
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、１ヶ月前までに
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

植物教室「植物(押し葉・さく葉)標本を
作ろう！」
23

土

対象：一般県民（小学生以下
は保護者同伴）
植物（押し葉・さく葉）標本づくりの基本を体験 定員：20名(希望者多数の場合
は抽選)
して、植物や自然への関心を高めます。
時間：13時30分～15時30分
講師：杉江 喜寿(すぎえ よしひさ)
場所：山口県立山口博物館
（山口県立山口博物館）
別館２階講座室
※申込期限9/13(水)

徳地の森幼児キャンプ（～9/24）
23

土

対象：年長、年中の未就学児
を含む家族
外遊びを通して、自然への好奇心、工夫する力、 定員：50名
運動能力等を育む。

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

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

3/9

鳴く虫観察会

23

土

秋の夜は虫たちの鳴き声がたくさん聞こえます。
鳴く虫としてよく知られているコオロギやスズム
シだけでなく、様々な虫たちを観察します。虫た
ちはなぜ鳴くのか、どうやってないているのかを
一緒に考えてみましょう。

時間：18時～20時
(受付：17時30分～18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。

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

※雨天中止

秋吉台エコツアー
～秋の龍護峰を楽しもう！～
23

土

定員：24名
時間：9時20分～15時
御鉢山～龍護峰～林～を巡り、秋の草花と樹木を 集合場所： 秋吉台家族旅行村
観察します。秋の龍護峰に登り、遊歩道沿いの植 駐車場
物の育成環境に思いを馳せます。
参加費：2000円
コース：駐車場→登山口→御鉢山→龍護峰（昼 持参物：野外活動・ウォーキ
食）→林→駐車場
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/

※申込期限9/18(月)

ハチクマの渡りを観察しよう

23

23

土

対象：小学生以上(中学生以下
は保護者同伴）
ハチを食べるタカ「ハチクマ」が桜山にやって来 時間：9時～12時
ます。大空に翼を広げて、美祢の上空をさっそう 集合場所：美祢市桜山総合公
と飛ぶハチクマは、雄大です。桜山に見られる他 園駐車場
参加費：無料
の鳥とともに観察します。
持ち物：双眼鏡(お持ちの方
は)、水筒、上着、歩きやすい
靴
※雨天中止

秋吉台エコ・ミュージアム
(TEL：08396-2-2622)
http://www.cable.ne.jp/~mitou14/index.html

土

定員：10組（先着順）
時間：10時～14時
場所：ふれあいパーク大原湖
カヌー遊び＆徳地和牛のバーベキュー
参加費：2500円
持参品：多少濡れてもよい服
カヌーで行楽シーズンの湖面散歩、昼食は徳地和 装、飲み物
牛の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
供2人でカヌーに乗ることはで
※雨天はバーベキューのみ
きません。キャンセルされた
場合、徳地和牛は原価で購入
していただきます。

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

干潟の生き物観察会

23

土

対象：小学生以上(※小学生の
参加の場合は保護者の同伴が
必要)
定員：25名(1組5名まで)※抽
選
時間：15時～17時
場所：下関市乃木浜 乃木浜
総合公園東
集合場所：乃木浜総合公園駐
車場
参加費：無料 ※ただし保険
料として一人100円程度必要で
※干潟は汚れる、暑い、歩きにくい環境であるこ す。
とをご理解ください。
※雨天の場合は9月24日（日）に延期予定
※申込期限8/31(木)
下関市乃木浜の千鳥浜にて、身近なようで身近で
はない干潟の生き物を参加者全員で観察します。
生物の痕跡を探し、また干潟の泥の中にいる生き
物を見つけることで、何もいないように見えても
様々な生き物が干潟という環境に暮らしているこ
とが見えてきます。この観察会を通して、下関の
身近な自然に興味を持っていただく目的としてい
ます。
是非この機会に、飼育員と一緒になって下関の
干潟で生き物探しをしてみませんか？

宇部地区探鳥会
23

土 タカの渡り観察会
※雨天中止

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時30分）
場所：宇部市小野湖
集合場所：宇部市小野アクト
ビレッジおの駐車場

海響館
「干潟の生き物観察会」係
(TEL：083-228-1100)
(FAX：083-228-1139)

日本野鳥の会山口県支部
宇部地区
担当：渡邉
(TEL：090-9739-7992)
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岩国・玖珂地区探鳥会
23

土 ハチクマの渡り観察
※雨天中止

美祢地区探鳥会
23

土 ハチクマの渡り観察
※雨天中止

下関地区探鳥会
24

日 関門海峡を渡るハチクマ観察
※雨天中止

時間：9時～11時
集合場所（集合時間）：JR岩
徳線西岩国駅（8時）、羅漢山
スキー場駐車場（9時）
場所：岩国市錦町羅漢山

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

時間：8時～12時
（集合時間：8時）
場所：美祢市伊佐町桜山公園
集合場所：美祢市伊佐町桜山
駐車場
持参物：飲料水(午後も観察す
る方は弁当）

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

時間：8時～12時
（集合時間：8時）
場所：下関市火の山
集合場所：下関市火の山ロー
プウェイ下駅

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

秋の昆虫観察

24

日

対象：一般県民 ※小学生以
下は保護者同伴のこと
バッタ類やカマキリ類を採集し、形態観察や種の 定員：20名(希望者多数の場合
同定をします。
は抽選)
講師：田中 浩(たなか ひろし)
時間：9時30分～12時30分
（山口県立山口博物館）
場所：山口市鴻ノ峰周辺
山口博物館サポーター動物班
集合場所：山口市鴻ノ峰糸米
川砂防公園駐車場
※雨天の場合は中止します。
参加費：無料
※申込期限9/14(木)

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

公園ボランティア大募集
～説明会を開催します～

24

日

○説明会
定員：10名程度(高校生以上)
時間：10時～16時30分
場所：きらら浜自然観察公園
内容：公園の概要紹介、ボラ
ンティアグループ「葦の会」
こ～んな人大歓迎！
ぜひ、公園ボランティアに登録して楽しんでみま の活動紹介など
せんか。
自然や生き物が好き
子どもたちとのふれあいが好き
紙芝居や工作が好き
庭や植木の手入れが好き

県立きらら浜自然観察公園
(TEL:0836-66ｰ2030)
(FAX:0836-66ｰ2031)
(E-mail:kiraram@gaea.ne.jp)

※申込期限9/16(土)

森林セラピーガイドツアー
～木登り体験会～

24

日

9月の森林セラピーガイドツアーは、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。（※今回、森歩きはございませ
ん）
木登りのコツをつかみながら、子ども達はぐんぐ
ん木に登ります。 木と友だちになることを通じ
て、子ども達の成長を感じられるひとときです。
※申込期限8/15(火)～開催日の3日前 (※ただ
し、定員になり次第締め切ります）

定員：
午前の部、午後の部いずれも
各先着12名
時間：午前の部 9時30分～12
時00分/午後の部 13時00分～5
時30分
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：500円（小・中学生
250円※保護者同伴）
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。

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/
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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～
24

日

対象：どなたでも
定員：40名
時間：9時50分～12時
（集合時間9時50分）
萩藩永大家老・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。

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

※申込期限9/23(土)

阿東嘉年自然塾
30

土 トマト収穫、ピザ釜焼き体験

対象：親子・一般
定員：20名

※申込期限：9/15(金)

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)

秋に咲く秋吉台の植物観察会

30

土

定員：20名
集合場所：長者ヶ森駐車場
集合時間：10時
秋吉台に咲く花の第一人者中沢さんがご案内。
参加費：2000円(お弁当代・保
ヒメヒゴタイ、アキヨシアザミ、オケラなど。
（一社）美祢市観光協会
険料込み）
(TEL：0837-62-0115)
10:15発 長者ヶ森駐車場-地獄台（昼食）-良悟の その他：歩きやすい服装・靴 (FAX：0837-62-1422)
でご参加ください。また、必
松-14:30頃着 長者ヶ森駐車場
要に応じて帽子や飲み物など
※植物の開花状況により、観察コースが変更にな 暑さ対策になる物も各自ご持
参ください。
る場合がございます。

天体観察教室「月をみよう」
30

土

対象：小学生～一般
定員：50人（先着順）
時間：18時～20時
※中学生以下は保護者の方も一緒にお申し込みく 場所：防府市青少年科学館ソ
ラールサイエンスパーク
ださい。
※天候不良の場合は、室内で解説のみ行います。 参加費：無料

てくてくまち歩き
「幕末の白から黒へ政策転換の痕跡を歩
こう」
30

土

対象：どなたでも
定員：40名
萩藩は、財政立て直しのため開作をして新田の開 時間：9時50分～12時
発に務めました。妻崎では、開作をして掘り出し 場所：原ふれあいセンター
たのは、黒い物(？）でした。

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

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

※申込期限9/29(金)

角島こども探検隊
30

土

柱状節理の場所を探検し、実施に教室で作りま
す。
※雨天中止
※申込期限9/27(水)

定員：20人(先着順）
時間：10時～13時
場所：つのしま自然館及び牧
崎「風の公園」
参加費：200円(中学生以下は
無料。ただし、保護者同伴の
こと）
持参物：滑りにくい履物、野
外活動に適した服装、飲み
物、タオル、弁当 等。

つのしま自然館
(TEL：083-786-0430)
http://www.tsunoshimashiz
enkan.com/
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■□■□■参加者募集中■□■□■
１０月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

対象：年中から小学生とその
家族
定員：35家族(応募者多数の場
秋の瀬戸内海で地引き網体験をすることにより、 合は抽選)
自然の豊かさを実感するとともに、家族や参加者 場所：潮風公園みなとオアシ 山口県由宇青少年自然の家
スゆう（岩国市由宇町）
(TEL：0827-63-1513）
相互のふれあいを深めます。
参加費：地引網代 1800円(１
家族あたり)、保険 20円(１
※荒天の場合は中止
名あたり)
※申込期間9/1(金)～9/6(水)
申込方法：電話

それひけ大漁だ！！
1

1

日

日

自然観察教室
「佐波川の生き物調べ」

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：20人（先着順）
時間：10時～正午
観察場所：佐波川
集合場所：現地集合
参加費：300円

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

秋吉台お花畑プロジェクト２
7

土

定員：30名
7月に草刈りをした草原に、秋の草花のお花畑が 参加対象：小学生以上（小学
できます。お花畑で草花の観察をしながら、ゆっ 生は保護者同伴）
時間：9時～12時
たりと過ごします。
集合場所：長者ヶ森駐車場
参加費：無料
※小雨決行
※事前申込必要

ショウドウツバメのねぐら入り観察会
7

土
※雨天時は10/14(土）に延期

8

日

バードウォッチング入門⑦
～渡ってきたばかりのカモ～
※雨天の場合は、室内からの観察となります。

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～
8

日

秋吉台エコ・ミュージアム
(TEL:08396-2-2622)
http://www.cable.ne.jp/~mitou14/index.html

時間：10時～12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。

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

時間：10時～12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。

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

対象：どなたでも
定員：40名
時間：9時50分～12時
（集合時間9時50分）
萩藩永大家老・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。

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

※申込期限10/7(土)
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学びの里シャトルファーム（～10/9）
～棚田の魅力もりもりキャンプ～
8

日

対象：小学4年生～中年生
定員：20名
集合解散：ふるさと産品の店
中須の棚田でおいしいお米作りの作業をしっかり こあ(周南市美術館より50ｍ
と体験して、いつも食べているご飯をもっとおい 南)
参加費：6000円（民泊体験
しくいただこう。
料、食事代、保険料、活動消
耗品等）
※応募者多数の場合、抽選
申込方法：はがき、FAX、E※申込期限9/11(月)
mail

環境学習講座「竜王山の自然観察会」

9

月

竜王山とその周辺の四季の学習と観察
・ 竜王山とその周辺の四季、自然環境の学習
・ ハマセンダン探訪・刈屋ウォーク
・ 山野草の観察
・ アサギマダラの観察
※申込期限9/22(金)
※申込書を郵送又はＦＡＸしてください。

定員：40名程度（応募者多数
の場合は抽選）
対象：一般県民（小学生の参
加は保護者同伴）
時間：9時30分～15時15分
場所：本山公民館研修室及び
竜王山周辺、刈屋地区(山陽小
野田市)
集合場所：本山公民館
参加費：無料（昼食は各自）

土

対象：4歳～中学生の子どもを
含む家族
定員：10家族
場所：周南市大田原自然の家
里山の田んぼで昔ながらの稲刈りにチャレンジ！ 参加費：小学生以上650円 幼
もちつきもするよ。
児550円（食事代、保険料、消
耗品等）
※応募者多数の場合、抽選
申込方法：はがき、FAX、E※9/1(金)から募集開始
mail

土

定員：10組（先着順）
時間：10時～14時
場所：ふれあいパーク大原湖
カヌー遊び＆徳地和牛のバーベキュー
参加費：2500円
持参品：多少濡れてもよい服
カヌーで行楽シーズンの湖面散歩、昼食は徳地和 装、飲み物
牛の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
供2人でカヌーに乗ることはで
※雨天はバーベキューのみ
きません。キャンセルされた
場合、徳地和牛は原価で購入
していただきます。

米こめ稲刈り大作戦
～家族で一緒に稲刈り体験！～
14

14

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

(公財)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)

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
(TEL:0835-58-0200）
http://www.cable.ne.jp/~oharako/

ふれパク主催事業
～星空探偵団(3)～

14

土

対象：興味のある方どなたで
も(小学校高学年向きの内容で
す。低学年でも参加できま
銭壺山の大自然に包まれたすばらしい環境のもと す。)
で、季節に合わせた天体を観察し、自然に対する 定員：20名
興味、関心、知識を高めます。
時間：19時～20時45分
夏の星座と惑星、月を観察します。
場所：山口県由宇青少年自然
の家
※雨天、曇り等で観測できない場合は、パソコン 参加費：120円(施設使用料、
を使ってのお話になります。
保険料)
※行事参加者の当日の宿泊費は、半額です。
準備物：懐中電灯(持っている
※応募者多数の場合、抽選
方)、筆記用具(必要な方)
※申込期限9/18(月)17時

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)

環境学習講座「秋吉台の植物観察」～秋
の草花観察～
15

日

対象：一般県民(小学生は保護
者同伴)
定員：40名(応募者多数の場合
秋吉台エコツアーの解説者の案内で秋吉台に咲く は抽選)
秋の草花・木の花を楽しみながら観察し、それぞ 時間：10時～15時
れの生育環境を学習します。（約5.5㎞のコース 場所：秋吉台の地獄台周辺(美
祢市美東町)
を歩きます。）
集合場所：秋吉台長者ケ森駐
車場
※申込期限9/22（金）
参加費：無料（昼食は各自）
※申込書を郵送又はＦＡＸしてください。

(公財)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)
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学習会「秋吉台の化石」
15

日

定員：30名
参加対象：小学生以上（小学
秋吉台の石灰岩には、恐竜が繁栄した時代よりも 生は保護者同伴）
ずっと昔の海の生物の化石がたくさんあります。 時間：9時～12時
秋吉台で見られる化石を学び、化石採集の体験を 集合場所：秋吉台科学博物館
参加費：無料
します。
持参物：ゴーグル(水中眼鏡で
も可)、軍手
※事前申込必要

秋吉台エコ・ミュージアム
(08396-2-2622)
http://www.cable.ne.jp/~mitou14/index.html

島田川の河口の自然を楽しもう～Ｗｅ♥島 定員：40名程度(先着順、小学
生以下は保護者同伴)
田川～

21

土

ヨシ原ってどんなところ？～ヨシ原わくわく探検
～
☆ヨシ原の生き物観察会
☆漂着物の学習
☆宝探しinヨシ原
※雨天の場合は、光市あさえふれあいセンター
で、環境学習会を開催します。
※申込期限10/13(金)

時間：14時～16時
集合場所：光市勤労者体育セ
ンター
参加料：無料
持ち物：飲み物、動きやすく
汚れても良い服装、帽子、長
靴(滑らない履物)、軍手、タ
オル、スコップ、バケツ、魚
とり網、虫眼鏡(用意できれ
ば)

島田川の豊かな流域づくり
連絡協議会事務局
(山口県環境生活部自然保護
課 担当：藤本)
(TEL：083-933-3060)
(FAX：083-933-3069)

陶ヶ岳体験登山教室

28

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
申込方法：電話

(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10/5(木)8時30分～
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