自然とふれあう行事一覧表（３０年６月）
６月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

一の坂川ほたる観賞Week!(～6/7)
1

山口市内中心部を流れる一の坂川には、毎年多く 場所：山口市一の坂川一帯(山
山口市観光交流課
口市後河原)
(TEL：083-934-2810)
初夏の風物詩ゲンジボタルを是非ご観賞くださ
見頃時間：19時～21時
い。
6/2(土)には、ほたる祭り～ほたるの夕べ～が開
催され、様々なイベントが行われます。

金 のゲンジボタルが乱舞します。

岩国･玖珂地区探鳥会
～岩国市羅漢山の野鳥を訪ねて～
2

土

野鳥の会では県内各地で探鳥会を開催していま
す。
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～11時
場所：岩国市羅漢山
集合場所･時間：
JR岩徳線西岩国駅(8時)、
羅漢山スキー場駐車場(9時)

日本野鳥の会山口県支部
岩国･玖珂地区
(担当：村中)
(TEL：090-2807-3386)

※雨天中止

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

2

土

時間：19時30分～21時30分
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：無料（宿泊、食事注
文は別途必要）
※荒天の場合は、室内で「星の話」や「星座早見 申込方法：電話、E-mail
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。
春の星座･金星･木星を観察します。
徳地で感動的な夜を過ごしてみませんか。ご家
族･グループでのお申込み歓迎!ご参加お待ちして
おります。

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

ときわ公園のホタル観察会

2

土

ときわ公園にもホタルがいるってご存知ですか? 定員：なし(小学生は保護者同
(公財)宇部市常盤動物園協
ときわ公園に生息するホタルについて飼育員が解 伴)
時間：20時
会
説します。
集合場所：スポーツ広場
(TEL：0836-21-3541)
持参物：懐中電灯
※雨天中止(小雨決行)
※申込は必要ありませんので、当日集合場所にお
集まりください。

第51回豊田のホタル祭り～水と光の祭典
～(6/2,6/9)

2

土

初夏の風物詩「ゲンジボタル」が乱舞を見せ始め
るころ、豊田町最大のイベントである「豊田ホタ
ル祭り」が開催されます。会場には多くの出店が
並び、ステージショー、ホタル観賞バス等、盛り
だくさんのイベントが催されます。またホタル観
賞のための川下り「ホタル舟」も運航されます。
6/2(土)ホタルの夕べ
6/9(土)ホタルの祭典

時間：14時30分～21時30分
場所：ラピール丸和豊田店駐
車場、下関市商工会豊田町支
所、道の駅「蛍街道西ノ市」
近辺

豊田のホタル祭り実行委員
会
(TEL：083-766-1056)

1/14

周南地区探鳥会
～新探鳥ルート!～
3

日

時間：8時30分～14時
（集合時間：8時30分）
周南市寺山公園と鹿野奥の夏鳥観察と茶話会や巣 場所：周南市寺山公園～鹿野
箱作りをします。
奥
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも 集合場所：向道湖畔寺山公園
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
(西方寺)駐車場(周南市大向)
上、お越しください。
持参物：弁当

日本野鳥の会山口県支部
周南地区
(担当：立野)
(TEL：0834-26-2376)

※小雨決行

山口地区探鳥会
～島根県境の夏鳥観察～
3

日

野鳥の会では県内各地で探鳥会を開催していま
す。
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：山口市徳地柚木地区
集合場所：山里農産加工品販
売所駐車場(柚木小隣)(山口市
徳地柚木)

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

※雨天中止

自然観察教室「モリアオガエルの観察」
3

日 講師：山岡郁雄さん(山口大学名誉教授)
※小雨決行
※受付開始：5/3(木)

対象：小学生～一般(高校生以
下は保護者も一緒にお申込み
ください。)
定員：20人（先着順）
時間：10時～正午
集合場所：国立山口徳地青少
年自然の家一般駐車場
参加費：300円
申込方法：来館、電話、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/

定員：なし
対象：一般(中学生以下保護者
同伴)
長者ヶ森周辺を散策し、秋吉台ならではの自然を 時間：8時～12時
観察したのち、秋吉台エコミュージアムに移動し (受付：7時30分～8時)
県立きらら浜自然観察公園
集合場所：秋吉台長者ヶ森駐
て、秋吉台の自然について学びます。
(TEL：0836-66-2030)
車場
http://kirara-h.com/
※解散は秋吉台エコミュージ
※雨天決行
アム
※現地集合、現地解散
参加費：高校生以上300円、小
※申込み必要
中学生100円(保険料)、未就学
※申込期間5/3(木)～6/1(金)
児無料

秋吉台の自然をたずねて

3

日

対象：どなたでも
定員：30名
時間：9時30分～12時30分
様々な感覚を使うネイチャーゲームで自然とふれ 場所：平成公園(山口市)
参加費：300円
あおう!
申込方法：電話、FAX

山口県ネイチャーゲーム大会
3

3

日

日

海辺のネイチャーゲーム
～海の風を感じよう～

対象：ネイチャーゲームで自
然体験をしたい方
定員：30名
時間：9時30分～12時
場所：サザンセト伊保庄マリ
ンパーク(柳井市)
参加費：大人300円、中学生以
下200円
申込方法：電話、E-mail

ふしのシェアリングネイ
チャーの会
(事務局：吉野)
(TEL：083-972-2880)
(FAX：083-972-4145)

サザン瀬戸シェアリングネ
イチャーの会
(事務局：吉原)
(TEL：090-8245-8738)
(E-mail：kumiko.suchan@ezweb.ne.jp)
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第7回ふしの川「あゆの日」まつり
3

日

椹野川では毎年6月1日があゆの漁の解禁日です。 時間：10時～15時
椹野川漁業協同組合
そこで、6月の第一日曜日を「あゆの日」とし
場所：椹野川漁業協同組合(平
(TEL：083-922-3537)
て、ふしの川「あゆの日」まつりを開催します。 川河川公園）
柑味鮎試食会(先着50名)、柑味鮎展示即売会、あ
ゆの塩焼き体験コーナー、あゆのつかみどり、ふ
れあいタッチプールなど。

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
夏コース(6月～7月)
～そば打ち体験～そばを打ってみよう
3

日

定員：5名(応募者多数の場
合、抽選)
時間：9時～15時
場所：大島地区 実施者宅(※
周防大島の「夏」といえば、海!? いえいえそれ 参加者の皆様には、後日詳し
だけではありません。島の中には、これまで地域 い参加内容をお送りします。)
体験料：１人2000円
で育まれてきた産業や暮らしがあります。
持参物：エプロン、マスク、
周防大島の農漁業者のみなさんとふれあいなが
ら、楽しく、おいしく、心温まる交流をしてみま 三角巾、持ち帰り用容器(タッ
パ等)
せんか?
申込方法：はがき、電話、
FAX、E-mail
※昼食あり

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:今尾･安村)
(TEL:0820-79-1002)
(FAX:0820-79-1021)
(E-mail:norin@town.suooshima.lg.jp)

※申込期限5/24(木)

霜降山月例山行(6月)
真締川ダム駐車場をスタート･ゴールとする霜降
山登山を行います。

3

日 ※9時までに、集合場所の「真締川ダム駐車場に
お集まりください。
※集合場所の地図や詳細については、NPO法人霜
降会のホームページをご覧ください。
※蜂の活動期(5月～11月頃)のため、なるべく黒
い服装はさけるようにしてください。

対象：小学生以上(小学生は保
護者同伴)
定員：なし
時間：9時～12時(終了時間は
予定です。)
場所：真締川ダム駐車場(集合
場所)～霜降山
参加費：無料
持参物：飲み物、雨具、軽い
おやつ
服装：帽子、長袖、長ズボ
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

NPO法人霜降会
(担当：八木)
(TEL:0836-21-5250)(凡喫茶
内)

日本初のホタル舟運航(～6/24)

6

水

下関市豊田町は、日本でも有数のホタルの里とし
て知られています。毎年ホタルが見頃を迎える6
月に、ホタルの乱舞を両岸に眺めながら木屋川の
川下りが楽しめます。およそ800mの川下りはとて
も幻想的でロマンティックです。
※申込開始5/1(火)から
※6/9(土)は予約不可
※気候･天候により期間が変更される場合もあり
ます。

定員：毎日限定207名
場所：下関市豊田町木屋川
集合場所：道の駅「蛍街道西
ノ市」※乗･下船場との間は無 豊田のホタル舟実行委員会
料送迎バス運行
(TEL: 083-766-0031)
料金：大人(高校生以上)2000 ※8時30分～17時
円、子供(5才以上～中学
生)1000円

ほたるの観賞の夕べ(～6/9)
8

場所：大道理夢求の里交流館

金 大道理地区内を流れる旭川に自生するホタルを遊 (向道支所)周辺
歩道を歩きながら鑑賞する「ホタルロードの散
策」のほか、バザーやイベント等が行われます。

大道理夢求の里交流館(周南
市向道支所)
(TEL：0834-88-1830)

3/14

9

土

対象：幼児(年中･年長)とその
家族
定員：40名(定員を超えた場
秋吉台ファミリーキャンプ1
合、抽選)
～親子でテントでのんびりと～(～6/10) 時間：13時30分～翌日12時30
分(予定)
秋吉台の大自然でのテント泊(今回は体育館へ設 場所：山口県秋吉台青少年自
営)や野外炊事を通して、自然のすばらしさや家 然の家
族で活動することの楽しさを体感してください。 参加費：19歳以上3500円、18
歳以下3000円(食事代、保険
※申込期限5/23(水)
代、施設使用料、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/

第9回ラベンダー祭＆ONOマルシェ(～
6/10)
9

土

対象：どなたでも
夏の香りあふれるハーブ園に遊びに来て下さい。 時間：10時～15時(両日)
・スケッチ大会（対象：小学生以下）
場所：アクトビレッジおの
・ハーブでクラフト作り
・苗の販売
・ラベンダーの摘み取り

ハーブネットワーク サウ
スバーム部
(担当：佐々木)
(TEL：080-5238-7124)

錦帯橋花菖蒲まつり(～6/10)
9

時間：9時30分～15時30分

岩国市観光振興課

時間：14時30分～21時30分
場所：ラピール丸和豊田店駐
車場、下関市商工会豊田支
所、道の駅「蛍街道西ノ市」
近辺

豊田のホタル祭り実行委員
(TEL：083-766-1056)

土 吉香公園には2箇所の花菖蒲園があり140品種、約 場所：吉香公園(岩国市横山) (TEL：0827-29-5116)
11万本の花を楽しむことができます。古典芸能花
舞台、特産市などのイベントが開催されます。

第51回豊田のホタル祭り(6/2,6/9)

9

土

初夏の風物詩「ゲンジボタル」が乱舞を見せ始め
るころ、豊田町最大のイベントである「豊田ホタ
ル祭り」が開催されます。会場には多くの出店が
並び、ステージショー、ホタル観賞バス等、盛り
だくさんのイベントが催されます。また、ホタル
観賞のための川下り「ホタル舟」も運航されま
す。
6/2(土)ホタルの夕べ
6/9(土)ホタルの祭典

手づくりほたるまつりin俵山

9

土

里山でたくさんのほたるを鑑賞しませんか?
時間：17時～21時30分
2018年で17回目を迎える「手づくりほたるまつり 会場：俵山スパスタジアム下
in俵山」。メイン会場ではビンゴ大会やバザー、 駐車場
バンド演奏のステージなどなど。また、ホタル観
賞会場までは無料のシャトルバスが運行。無数の
蛍が飛び交い、訪れた人の目を楽しませてくれま
す。

NPO法人ゆうゆうグリーン俵
山
(TEL：0837-29-5070）

下関地区探鳥会
～秋吉台の野鳥たち～
10

日

野鳥の会では県内各地で探鳥会を開催していま
す。
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：美祢市秋芳町秋吉台
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：上野)
(TEL：090-6838-5165)

※雨天中止

4/14

10

日

対象：県民の小学生とその保
護者
エコっこスクール2018
「親子で学ぼう つのしまの海辺の生き 定員：30名程度(応募者多数の
場合、抽選)
物と自然環境-砂浜と磯を歩く-」
時間：10時～15時45分
場所：つのしま自然館、大浜
初夏のつのしまの美しい海岸線を歩いて、大浜海 海岸、夢ヶ崎(下関市豊北町角
岸の砂浜や夢ヶ崎の磯で育まれ、生活しているめ 島)
ずらしい生き物たちに出会ってみませんか?
参加費：無料
持参物：弁当、飲み物
※申込期限5/25(金)
申込方法：はがき、申込書を
郵送又はFAX

初夏の昆虫観察

10

日

県立山口博物館では、昆虫観察や採集を通して、
昆虫がどんな生活をしているかを学ぶため、小学
生を対象に「初夏の昆虫観察」を開催します。昆
虫の習性や特異的な産卵行動を観察することによ
り、身近な里山で繰り広げられる小さな昆虫たち
のドラマを感じることができます。
※申込期間5/31(木)

モリアオガエルの観察と卵のレスキュー

10

日

秋吉台は本州におけるモリアオガエル生息の西限
域にあたり、貴重な場所となっています。秋吉台
のモリアオガエルの産卵場所を見学しながら、そ
の生態を学びます。また、卵のレスキューを行い
ます。
※小雨決行

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)

対象：小学生(保護者同伴)
定員：20名(※応募者多数の場
合、抽選)
時間：9時30分～12時30分
場所：鴻ノ峰周辺
集合場所：山口市鴻ノ峰糸米
川砂防公園駐車場
参加費：無料
申込方法：往復はがき、ホー
ムページ

県立山口博物館
(担当：田中)
(TEL083-922-0294)
http://www.yamahaku.pref.
yamaguchi.lg.jp/

対象：4才以上(小学生以下は
保護者同伴)
定員：20名
時間：9時～12時
場所：秋吉台エコ・ミュージ
アム周辺地域
集合場所：秋吉台エコ・
ミュージアム
参加費：無料
持参物：長靴、バケツ、雨
具、虫除けスプレー
申込方法：参加申込書をEmail又はFAX

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

バードウォッチング入門③
～ヨシ原のオオヨシキリ～

時間：10時～12時
集合場所：きらら浜自然観察
初夏のヨシ原やその周辺ではオオヨシキリがよく 公園ビジターセンター
見られます。元気にさえずる様子を観察し、どの 参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）
ような鳥なのかを学びましょう。
持ち物：双眼鏡は無料で貸出
※雨天の場合は、館内から野鳥観察やビデオ上映 しいたします。
を行います。

10

日

10

農業に親しむネイチャーゲームの会
～サツマイモや野菜の苗をみんなで植え
日 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
時間：10時～15時30分
集合場所：二俣瀬ビオトープ
ネイチャーゲームを通して畑にいる生きものや植 駐車場(宇部市)
物とふれあおう。
参加費：300円
申込方法：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/

宇部シェアリングネイ
チャーの会
(事務局：村田)
(TEL/FAX：0836-55-5631)
(E-mail：
ramun@oregano.ocn.ne.jp)
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対象：3歳～小･中学生の子ど

ねんどであそぼう!～親子で陶芸を楽しも もを含む家族
定員：10家族
う!～
10

日

時間：10時～15時
家族でふれあいながらねんどをこねて、陶芸作品 場所：大田原自然の家
を作ります。釉薬のかかった本格的な焼き物が、 参加費：小学生以上600円、幼
児500円(食事代、保険料、消
出来上がります。
耗品等)※別途粘土代が必要(1
㎏600円 湯呑約2個分)
※申込期限：5/28(月)
※希望者は、7/7(土)に釉薬がけ体験を実施予定 申込方法：はがき、FAX、Email

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/

しょうぶまつり
時間：10時から

10

うぶ苑。ハナショウブを眺めながらお茶会や生花 うぶ苑
展、ハナショウブの苗の販売や栽培相談会などが
行われます。

ときわ湖畔ウオーク

12

火

「新日本歩く道紀行100選」に選ばれた常盤湖周
遊園路 緑と花と彫刻の道をウオーキング
3㎞コース：白鳥大橋あたりまでの往復
6㎞コース：ときわ湖畔一周
※小雨決行
※参加申込は不要です。

15

16

ときわ公園まつり実行委員

日 約150種、約8万本のハナショウブが咲き誇るしょ 場所：宇部市ときわ公園しょ 会

金

対象：どなたでも
時間：9時50分～12時
受付時間：9時30分～
集合場所：ときわ湖水ホール
参加費：無料※お車でお越し
の方は、ときわ公園駐車場料
金が必要です。
持参物：飲み物、タオル、帽
子、雨具、歩数計(あれば)等

(TEL：0836-54-0551)

宇部市保健センター
(TEL：0836-31-1777)

定員：各回16名(受付順)
時間：各日20時からと21時か
らの2回実施
ほたるのすがね(～6/23)
場所：ふれあいプラザ須金
参加費：１人2000円(小学生以 ふれあいプラザ須金
須金を流れる錦川をラフティングボートでクルー
下は1000円)
(TEL：0834-86-2000)
ジングする、ホタル観賞の自然体験ナイトプログ
持参物：濡れてもよい靴やサ ※10時～16時
ラム。
ンダル、タオル
申込方法：各開催日の前日ま
でに電話にて事前にお申込み
ください。

山口なばの会
土 長門市俵山観察会
※事前申し込み必要

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：頭振川緑の砂防公園周
辺
集合場所：頭振川緑の砂防公
園駐車場
参加費：無料
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)

第3回 ONSEN･ガストロノミーウォーキン
グin長門･俵山温泉
定員：100名

16

土

里山の風を感じ、土や水に触れながら、新緑の
ウォーキング(9㎞)をお楽しみください。
俵山ガストロの名物「ジビエ」料理、ウォーキン
グのあとは俵山温泉で疲れた体をデトックス＆リ
セット。食べて、めぐって、プチ湯治。たくさん
の皆様のご参加をお待ちしております。
※参加資格
･国籍、性別等は一切問いません。大会のきまり
やマナー、交通ルールを守れる人。
･上り坂、下り坂を歩ける人。
･小学生以下は保護者、介助が必要な方は介助者
の同伴が必要となります。

時間：10時～15時
受付会場：俵山温泉湯町駐車
場
参加費：4900円
持参物：飲み物※休憩ポイン
トには「野草茶」を用意して
いますが、ご自分にあった飲
み物をご用意ください。
服装：歩きやすい服装、靴、
帽子
申込方法：電話、FAX、Email、インターネット

(一社)長門市観光コンベン
ション協会
(TEL：0837-27-0079)
(FAX：0837-27-0074)
(E-mail：post@nanavi.jp)
URL：http://onsengastronomy.com/eventinfo/
nagato/
※電話、FAXでの受付は
TEL：平日8時30分～17時
FAX：平日9時～18時
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ふれあいウォーク「みすゞのふるさと仙
崎さんぽ･社寺と路地めぐり」
16

土

対象：一般
定員：30名
時間：13時～16時20分
金子みすゞのふるさと仙崎にある社寺や路地を巡 場所：JR仙崎駅(集合･解散)
ります。
参加費：500円
服装：歩きやすい服装
※申込期限：6/9(土)

(一社)長門市観光コンベン
ション協会
(TEL：0837-37-0074)
URL：https://nanavi.jp/

第1回おとなの天体観測入門講座「星空
ウォッチング」～月と金星と木星を見て
みよう～
16

土

対象：中学生以上の長門市内
在住者(※中学生の方は要保護
者同伴)
時間：20時～21時
宇宙!神秘的な星の世界には、夢の世界がありま 場所：日置小学校屋上の天体
日置農村環境改善センター
す。星や星座をながめながら神話や伝説を知るこ ドーム
(TEL：0837-37-2340)
とで、みなさんに楽しみがふえるのではないで
受講料：無料
しょうか。みんなで星座や宇宙の神秘にふれてみ 申込方法：各公民館に備付け
ませんか。星に興味のある方の参加をお待ちして の申込書または受講申込書を
います。お気軽にご参加ください。
ダウンロードし、各公民館に
提出
※雨天不順の場合は中止

清流線で行く自然満喫小旅行
～府谷ほたるまつり ホタル列車～

16

土

錦川清流線に乗ってホタルをみに行こう!
府谷産の米や味噌などが当たるくじ抽選会!!その
他にもジャガイモ掘りや迫力ある神楽などイベン
トが盛りだくさん。そして無数のホタルが舞う幻
想的な風景を堪能しませんか?

定員：100名(先着順)※定員に
なり次第、締切
錦川鉄道株式会社
参加費：大人6000円、小学生 (TEL：0827-72-2002)
4500円

※岩国駅より添乗員が同行します。
※雨天中止･小雨決行
※申込期限6/8(金)

第37回

府谷ほたるまつり
時間：18時頃～21時

16

府谷グリーン山里会
土 地元のお寿司やお餅などが食べられる「ふるさと 開催地:府谷研修集会所前広場 (TEL：0827-72-2281)
所在地:岩国市錦町府谷2496
市」や迫力満点の「向峠神楽」などのステージイ
ベントが開催されます。

17

山口なばの会
日 江汐公園観察会
※事前申し込み必要

対象：どなたでも
時間：10時～11時30分
受付時間：9時50分～
場所：江汐公園(山陽小野田
市)
集合場所：江汐公園駐車場
参加費：無料
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)
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17

17

日

対象：一般県民(小学生の場合
は保護者同伴)
定員：26名(※応募者多数の場
合、抽選)
地質めぐり(第１回)
時間：13時～16時
場所：大正洞、秋吉台エコ・
ミュージアム
秋吉台の代表的な洞窟の1つである大正洞に入
り、実際に洞窟の中を間近に観察しながら洞窟の 集合場所：大正洞駐車場
参加費：無料(ただし、入洞料
でき方を楽しく学びます。
が必要な場合があります。)
持参物：スニーカーなど歩き
※申込期限6/7(木)
やすい靴、タオル、筆記用具
など
申込方法：往復はがき、ホー
ムページ

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

日

定員：20名（先着順）
時間：9時30分～15時
柿の葉茶と苔玉づくり
集合場所：体験民宿ほっとビ
レッジ美東
ビタミンCがいっぱいの柿の葉茶を作ります。新 参加費：3000円〔（昼食、飲
緑の柿の葉を採取し、蒸して、ハイ出来上がり。 み物、保険、柿の葉茶、苔玉
昼からは箱庭のミニ宇宙「苔玉」を作ります。あ 込み)/前日宿泊可8000円(1泊2
なたのお気に入りの場所に置いて、柿の葉茶を飲 食、参加費含む)〕※小中学
生、幼児 要保護者同伴
みながら、ホッとして下さい。
持参物：野外活動・ウォーキ
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/

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
夏コース(6月～7月)
～しそジュースづくり～
17

日

定員：10名(応募者多数の場
合、抽選)
時間：13時～16時
場所：橘地区農産物加工セン
周防大島の「夏」といえば、海!? いえいえそれ ター
だけではありません。島の中には、これまで地域 体験料：１人1800円
持参物：エプロン、マスク、
で育まれてきた産業や暮らしがあります。
三角巾、泥等のついていない
周防大島の農漁業者のみなさんとふれあいなが
ら、楽しく、おいしく、心温まる交流をしてみま 長靴
申込方法：はがき、電話、
せんか?
FAX、E-mail

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:今尾･安村)
(TEL:0820-79-1002)
(FAX:0820-79-1021)
(E-mail:norin@town.suooshima.lg.jp)

※申込期限6/7(木)

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
夏コース(6月～7月)
～健康茶とお菓子づくり～
18

月

定員：10名(応募者多数の場
合、抽選)
時間：13時～16時
場所：大島地区しまとぴあス
周防大島の「夏」といえば、海!? いえいえそれ カイセンター
だけではありません。島の中には、これまで地域 体験料：１人1000円
で育まれてきた産業や暮らしがあります。
持参物：エプロン、マスク、
周防大島の農漁業者のみなさんとふれあいなが
三角巾
ら、楽しく、おいしく、心温まる交流をしてみま 申込方法：はがき、電話、
せんか?
FAX、E-mail

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:今尾･安村)
(TEL:0820-79-1002)
(FAX:0820-79-1021)
(E-mail:norin@town.suooshima.lg.jp)

※申込期限6/8(金)
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ますのつかみどりミニイベント（～
6/24）
23

土 ※プールの中にますを放流します。
※村内にバーベキュー施設（有料）がございま
す。ご希望の方は併せてご予約ください。
※申込期限6/18(月)

23

土

対象：小学校3～4年生
定員：50名(応募者多数の場
合、抽選)
時間：10時30分～翌日14時
徳地森の子くらぶ～わくわく!ぽん太の森 参加費：2400円(食事代、シー
ツ洗濯代、保険料、教材費等)
の冒険隊～(～24日)
持参物：野外で活動できる服
宝さがしビンゴゲーム･クラフト･アウトドアクッ 装、着替え、防寒着、カッ
パ、寝間着(ジャージ可)、水
キング(ピザ)など
筒、洗面用具、懐中電灯、手
の大きさに合った軍手、その
※申込期限5/25(金)17時まで
他必要なもの(常備薬など)
申込方法:ホームページ掲載の
QRコード申込フォーム、申込
書をFAX又は郵送

トンボ観察会
24

1年で最もトンボの多いこの時期に、園内を歩き

日 ながら様々なトンボを観察します。(捕獲はでき
ません)
※雨天中止

秋吉台のカタツムリ

24

日

秋吉台はカルシウムを含む石灰岩で出来ていま
す。秋吉台とカタツムリは相性がいいのでしょう
か。林の中や、草原に、さまざまな種類のカタツ
ムリを見つけることができます。秋吉台に暮らす
カタツムリに、いっしょに会いに行きませんか。
※小雨決行

24

日

対象：3才以上～小学生まで
定員：10時スタートの部15名
10時30分スタートの部15名
(※両日共通です。受付はス
タートの15分前まで。)
秋吉台家族旅行村
場所：総合管理棟前ローン
(TEL：0837-62-1110)
ゲーム広場
参加料：1人500円（ます2匹ま
で）
持参物：着替え、取ったます
を持ち帰るための容器

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

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
(TEL：0836-66-2030)
http://kirara-h.com/

対象：小学生以上(小学生は保
護者同伴)
定員：30名
時間：9時～12時
場所：秋吉台
参加費：無料
持参物：履き慣れた靴、雨
具、虫除けスプレー
申込方法：参加申込書をFAX、
又はE-mail

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

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
雨のネイチャーゲームの会
定員：30名
時間：10時～15時30分
ビオトープには、雨を喜ぶ生きものがいっぱい。 集合場所：二俣瀬ビオトープ
そんな生きものの暮らしをのぞいてみよう。
駐車場(宇部市)
参加費：300円
申込方法：電話、FAX、E-mail

宇部シェアリングネイ
チャーの会
(事務局：村田)
(TEL/FAX：0836-55-5631)
(E-mail：
ramun@oregano.ocn.ne.jp)
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24

日 梅雨のネイチャーゲームin周南2018

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
集合場所：周南市西緑地公園
万葉の森(周南市)
参加費：大人400円、中学生以
下300円
申込方法：電話、FAX、E-mail

周南シェアリングネイ
チャーの会
(事務局：前田)
(TEL/FAX：0834-32-1319)
(E-mail：
hideo3@ccsnet.ne.jp)

定員：なし
時間：9時30分～14時
場所：森林セラピー山口
参加費：1000円(中学生以下無
料)※別途保険料としておひと
り50円
持参物：昼食、飲み物、動き
やすい服装と靴、帽子、虫よ
け、雨具など
申込方法：お申し込みは不要
です。当日受付時間内(9時～9
時25分)にお越しください。

森の案内人の会(後援：山口
市)
(TEL：0835-56-5234)
(FAX：0835-56-5235)
(E-mail：ytherapy@cable.ne.jp)

木陰の森の小径探検ツアー

24

日

森林セラピーの森に続く木陰の小径を散策しま
す。曲り角ごとに変化する景色と、湖畔の野鳥、
きれいな空気を楽しみながら、森の案内人のガイ
ドで、心身のリラックス･リフレッシュを促しま
す。ご希望により2つの歩き方が選択できます。
①【癒しの森歩き】ペースはゆっくりのんびりで
す。自然の変化や季節の草花を、見て触れて楽し
みながら歩きます。(1.5㎞～3㎞)
②【健康の森歩き】たくさん歩きたい方、健康維
持に関心のある方など。希望者はノルディック
ウォーキングで、適宜休憩をとりながら、のびの
びと歩きます。(5㎞～6㎞)
※雨天予報の場合、実施の可否は23日(金)に判断
し、中止の場合は、森林セラピー山口ホームペー
ジ、ブログ、フェイスブックにてお知らせしま
す。

こども環境学習講座「親子で学ぼう!秋吉
台で命をつなぐ動物たち」

24

日

対象：県民の小学生とその保
護者
定員：30名程度(応募者多数の
場合、抽選)
時間：9時～16時
場所：美祢市赤郷公民館、景
清洞、秋吉台自然動物公園サ
ファリランド(美祢市美東町)
参加費：無料(昼食各自)
※赤郷公民館に各自集合し、自家用車で移動しま 申込方法：はがき、申込用紙
をFAX又は郵送
す。
※小学生のみの参加はできません。保護者以外の
引率者(成人)との参加も可能です。
※申込期限：6/8(金)
秋吉台の景清洞(かげきよどう)とサファリランド
というまったく違う環境で、動物たちが「食べる
こと」と「ふんをすること」などで貴重な命をつ
ないでいる様子を学習します。
･景清洞の生き物のつながりについての講義及び
生き物の観察
･サファリランドの動物についての講義及び飼育
施設の見学、えさやり体験など

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)

そば打ち体験
28

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：14名(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6/20(水)

30

土

対象：小学生以上の家族
定員：40名(定員を超えた場
秋吉台ファミリーキャンプ2
合、抽選)
～気軽にアウトドアを楽しもう～(～7/1) 時間：13時30分～翌日13時(予
定)
秋吉台の大自然の中でのテント泊や野外炊事を通 場所：山口県秋吉台青少年自
して、自然のすばらしさや家族で活動することの 然の家
参加費：19歳以上3500円、18
楽しさを体感してください。
歳以下3000円(食事代、保険
代、施設使用料、その他)
※申込期限6/13(水)必着
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/
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■□■□■参加者募集中■□■□■
７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
夏コース(6月～7月)
～海藻料理～
7

土

定員：10名(応募者多数の場
合、抽選)
時間：13時～16時
周防大島の「夏」といえば、海!? いえいえそれ 場所：橘地区橘総合センター
だけではありません。島の中には、これまで地域 体験料：１人1500円
で育まれてきた産業や暮らしがあります。
持参物：エプロン、マスク、
周防大島の農漁業者のみなさんとふれあいなが
三角巾
ら、楽しく、おいしく、心温まる交流をしてみま 申込方法：はがき、電話、
FAX、E-mail
せんか?
･てんぐさやひじきを使った料理

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:今尾･安村)
(TEL:0820-79-1002)
(FAX:0820-79-1021)
(E-mail:norin@town.suooshima.lg.jp)

※申込期限6/27(水)

萩･阿武地区探鳥会
～むつみ地区伏馬山周辺の探鳥～
7

土

野鳥の会では県内各地で探鳥会を開催していま
す。
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30分～12時
（集合時間：8時30分）
場所：萩市むつみ伏馬山地域
集合場所：萩市むつみ昆虫王
国駐車場

日本野鳥の会山口県支部
萩･阿武地区
(担当：三谷)
(TEL：090-5706-1274)

対象：親子
定員：40名

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：周南市徳山動物園
集合場所：徳山動物園正面駐
車場
参加費：600円(入園料)

日本野鳥の会山口県支部
周南地区
(担当：瀬来)
(TEL：090-9737-6277)

※雨天中止

とくさがみね自然体験プログラム
七夕☆十種ヶ峰キャンプ
7

土

野外炊事･登山など
※申込期限6/22(金)

周南地区探鳥会
～徳山動物園飼育員さんの案内で新野鳥
展示ケージ観察～
8

日

飼育員さんの案内で、新野鳥展示ケージ(クロツ
ラヘラサギ、カラスバト、オオルリ等)を観察し
ます。
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。
※雨天実施
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下関地区探鳥会
～菊川町歌野ダム付近の夏鳥たち～
8

日

時間：8時～12時
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも （集合時間：8時）
場所：下関市菊川町
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
集合場所：JR山陽本線長府駅
上、お越しください。

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

※雨天中止

8

日

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
※雨天の場合は、館内から野鳥観察やビデオ上映 は入館料200円が必要です）
持ち物：双眼鏡は無料で貸出
を行います。
しいたします。

バードウォッチング入門④
～子育て中のカイツブリ～

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

JAXA･やまぐち宇宙教育推進事業「宇宙の
対象：5歳から小学2年生の子
学校」(岩国会場)

8

日

宇宙や自然科学をテーマにした実験･工作と家族
で楽しみながら行う家庭学習を組み合わせたプロ
グラムを通して、子どもの心に自然と宇宙と生命
への限りない愛着を呼び起こし、好奇心･冒険心･
匠の心を豊かに備えた明るく元気な子どもを育む
とともに、家族の絆を深めます。
第1回7/8(日)…開校式、工作･実験
第2回9/1(土)…工作･実験
第3回12/1(土)…工作･実験、家庭学習レポート発
表会、閉校式
※申込締切6/20(水)17時まで
※参加申込書は、山口県社会教育･文化財課ホー
ムページからダウンロードできます。

小野湖ボート教室
15

日

大自然の中でボート(競技用ボート)を体験しよ
う。

どもとその保護者
定員：50組(応募者多数の場
合、抽選)
時間：各回とも10時～12時
場所：岩国市役所多目的ホー
ル
参加費：1500円(3回分の教材
費)、200円(活動のしおり、保
険代等)
申込方法：参加申込書を郵
送、FAX又はE-mail※誤送信の
可能性がありますので、FAX、
電子メール送信後、確認の電
話をしてください。

山口県教育庁 社会教育･文
化財課 青少年教育班
(担当：福江)
(TEL：083-933-4650)
(FAX：083-933-4669)
(E-mail：
a50400@pref.yamaguchi.lg.
jp
http://www.pref.yamaguchi
.lg.jp/cms/a50400/index/

対象：小学生以上、身長120㎝
以上、泳げる方※子どもだけ
の参加不可
定員：6名
時間：9時～12時
小野湖ボートクラブ
場所：アクトビレッジおの
(担当：松原)
親水護岸
(TEL：090-7998-3849)
参加費：1620円
持参物：弁当、水筒、帽子、
タオル、ペットボトル飲料、
濡れた時の着替え
申込方法：電話

対象：子ども(3歳～中学生)同
伴の家族
定員：40組(午前20組･午後20
･カボチャ、スイートコーン、ピーマン、ナスの 組)(定員を超えた場合、抽選)
収穫体験
時間：午前の部10時～12時/午
後の部13時30分～15時30分
※午前･午後とも同じ内容ですので、どちらかに 参加費：1組500円
お申込みください
申込方法：はがき、ホーム
※7/21が雨天の場合、7/22に順延。7/22が雨天の ページ、携帯サイト(※電話、
場合中止。
FAXでのお申し込みは受け付け
※申込期間6/21(木)～7/5(木)必着
ておりません。)

ふれあい農園教室～夏の収穫体験～

21

土

山口県ひとづくり財団
県民学習部 学習振興課
(TEL:083-987-1710）
http://www.hito21.jp/
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天体観察教室
21

土

時間：19時～21時
参加費：無料（19歳以上の方
天体望遠鏡で夏の夜空の星や惑星を観察します。
は入館料200円が必要です）
講師による星座や星の話しも楽しいですよ。
持ち物：双眼鏡は無料で貸出
しいたします。
※雨天中止

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

夏休みは工作教室!(～8/31)
21

土

メニューは1週間(土～金)毎に変わりますので毎
週違う工作が楽しめます。
※当日ビジターセンターに集合。遅れて参加する
ことはできません。

21

土

時間：14時～15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）

対象：小学生以上
定員：30名
秋吉台お花畑プロジェクト1
時間：9時～12時
「草原の草刈りによって、生物の多様性 集合場所：秋吉台長者ヶ森駐
車場
を高め、保全するとりくみ」
参加費：無料
野花咲き乱れ、チョウや花蜂がたくさん飛びまわ 持参物：帽子、履き慣れた靴
る里山の草原を自分たちの手で作りませんか。い か長靴、汚れてもいい服、軍
手
ざ!秋吉台へ。
申込方法：参加申込書をFAX、
又はE-mail

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

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

七重川河川ウォーク
21

22

土

定員：30名
時間：9時～
木屋川の源流とする七重川を探検し川が育む多く 場所：七重川周辺
参加費：200円
の生き物や自然のふしぎを発見する。
持参物：濡れても良い靴、水
着、着替え
※申込期限7/18(水)

山口なばの会
日 長野山観察会と昼食会
※事前申し込み必要

27

金

対象：どなたでも
時間：10時～13時30分
受付時間：9時50分～
場所：長野山緑地公園
集合場所：長野山緑地公園
参加費：無料
申込方法：電話、E-mail

対象：幼児、小学1年生～3年
生※引率者又は保護者同伴で
参加のこと
第51回青空読書会
時間：9時20分～11時
「ひろげよう 無限の感性 青空の下」 場所：ときわ公園 ときわ
ミュージアム世界を旅する植
自然環境に恵まれたときわ公園の緑の下で、本の 物館東側
読み聞かせ等を行います。
参加方法：当日、会場にて参
加者の申込受付を行います。
※雨天中止(天候による開催可否の判断は、午前7 ※団体で参加される方は、事
時に行います。)
前にグループ分けを行います
ので、7月24日（火)までにご
連絡ください。

俵山公民館
TEL：0837-29-0063

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

宇部市立図書館
企画運営係
(TEL：0836-21-1966)
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星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

28

土

時間：19時30分～21時30分
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：無料（宿泊、食事注
文は別途必要）
※荒天の場合は、室内で「星の話」や「星座早見 申込方法：電話、E-mail
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。
金星･木星･土星･火星と満月を観察します。
徳地で感動的な夜を過ごしてみませんか。ご家
族･グループでのお申込み歓迎!ご参加お待ちして
おります。

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

夏休みこども早朝観察会

29

日

早朝の自然観察会を園内と園外で行います。おや 対象：子ども(未就学児は保護
県立きらら浜自然観察公園
者同伴)
つ、飲み物付きです。
(TEL：0836-66-2030)
定員：30名(先着順)
http://kirara-h.com/
時間：7時～10時
※雨天中止
※申込受付6/28(木)～7/27(金)
※申込必要
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