自然とふれあう行事一覧表（２９年５月）
５月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

クイズラリーに挑戦！(～5/7）

3

水

今年もゴールデンウィーク期間中はクイズラリー
を行います。園内を歩いてクイズに挑戦しよう！
淡水池一周コースとヨシ原一周コースがありま
す。参加賞もあるよ。時間内（9：30～15：00）
は随時参加可能です。30分コースか1時間コース
を選択できます。もちろん両方の挑戦もＯＫ！ク
イズを解きながら春の公園を散策しましょう。参
加者全員にすてきなプレゼントがあります。

対象：どなたでも
時間：9時～15時
場所：山口県立きらら浜自然
公園
参加費：無料（19歳以上の方
は入館料100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。

山口県立きらら浜自然観察
公園
(TEL：0836-66-2030)

永源山公園つつじ祭り（～5/4）
3

3

水 埋め尽くすように咲くつつじも満開をむかえま

時間：9時～16時
す。家族で楽しめるイベントが目白押しです。
場所：永源山公園
ステージイベント・軽食などの販売・キッズコー
ナー・フリーマーケットなど。

水

対象：小学生以上(但し、小学
生2年生以下は保護者の方と2
人乗りカヌーで体験）
第2回おのカヌースクール
定員：各20人
時間：午前の部9時30分～11時
初心者でも扱いやすいようにデザインされた、レ 30分、午後の部13時～15時
クリエーションカヤックを使用して、水面の穏や 場所：アクトビレッジおの親
水護岸前小野湖面
かな小野湖でカヌー体験をしていただきます。
参加費：1人800円
持参物：濡れてもよい服・
※申込期限4/26(水)17時
靴、予備の靴(サンダル可)、
タオル、つばつき帽子、日焼
け止め、飲み物、着替え、
カッパ、ビニール袋

春のわんぱく村
～春の自然とふれあおう！～（～5/6）
4

木

対象：小学1年生～6年生
定員：60名
場所：周南市大田原自然の家
山菜手作りピザ、葉っぱのたたき染めで記念品作 参加費：7900円（食事代、保
り、テント泊等
険料、消耗品等）
申込方法：はがき、FAX、E※応募者多数の場合、抽選
mail
※申込期限4/17（月）

周南市公園花とみどり課
(TEL：0834-22-8402)

アクトビレッジおの
(TEL：0836-64-5111)
メール：
actvillageono@gmail.com)

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

JRふれあいWalk
ツツジと新緑の絶景を楽しむ

5

金

今の時期しか見れない絶景、1万8千本のツツジの
丘「菅無田公園」や、高台に突如現れるコバルト
ブルーの日本海をパノラマビューで楽しめる新緑
の草原「千畳敷」を古地図を片手に散策します。
その他、旧街道からお寺や、伝説の残る井戸もめ
ぐります。春の風を感じながら、美しいお花と新
緑を目いっぱい満喫しませんか！

対象：一般
定員：30人
時間：9時40分～16時
場所：JR長門市駅
参加費：500円（保険料含）
（JR運賃、往復400円は個人負
担です。）
持ち物：歩きやすい服装、弁
当

長門市観光コンベンション
協会
(TEL：0837-22-8404）
(FAX：0837-22-8409）
http://www.nanavi/jp
E-mail

※込期限4/28（金）
※雨天中止
対象：どなたでも
時間：10時～12時
場所：山口県立きらら浜自然
春から活動を始めているトンボを観察します。絶 公園
参加費：無料（19歳以上の方
滅危惧種のベッコウトンボも探してましょう！
は入館料100円が必要です）
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
※雨天中止（当日8時30分に決定します）
料で貸出しいたします。

春のトンボ観察会
5

金

山口県立きらら浜自然観察
公園
(TEL：0836-66-2030)

1/11

第32回森の小学校（～5/7）
6

土 テント泊やお茶摘み体験、カヌーなどを通じ、様々な
チャレンジをしてもらうキャンプです。
※申込期限4/9（日）

対象：小学1～4年生
定員：20名（応募多数のとき
は抽選）
時間：10時～翌15時
場所：下関市深坂自然の森・
森の家下関
参加費：1980円（施設使用
料、保険代、食費など）
申込方法：FAX、メール、郵送
その他：参加決定後にスケ
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

大平山つつじまつり（～6/14）

6

土

大平山山頂公園には、ヒラドツツジをはじめとし
て、約10万株のツツジが植えられています。
また、晴れた日には、九州の国東半島までも見渡 時間：10時～15時
せる大パノラマを楽しんでみませんか。地元ボラ 場所：大平山山頂公園
参加費：無料
ンティアによるバザーなどが行われます。

防府市
大平山山頂公園
(TEL：0835-38-0762）

※大平山ロープウェイは廃止となりましたので、
山頂へはシャトルジャンボタクシーもしくはお車
でお越しください。

森フェス
～森林セラピー山口グランドオープン10
周～

7

日

対象：どなたでも
時間：9時30分～16時
開催場所：国立山口徳地青少
5月7日は、森林セラピー山口グランドオープンか 年自然の家
ら10周年を迎える徳地の森で森の案内人と森で活 参加費：無料（※一部体験料
動する仲間たちがいろいろな森の楽しみ方をご用 有り）
意してお待ちしています。
持参物：昼食、飲み物、動き
やすい服装と靴、虫除け対策
※雨天時も屋内で実施します。
等
※申込不要(受付時間内にお越しください。)
※近くにお店はありません。
※受付を通ってからご参加ください（保険を掛け
ます）
対象：4歳～小学校3年生の子
どもとその家族
定員：10家族
時間：10時～15時
場所：周南市大田原自然の家
春の自然はおいしさいっぱい！
参加費：小学生以上750円 幼
山菜を見つけてピザにトッピングをして春をまる 児600円（食事代、保険料、消
かじりしよう。
耗品等）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
申込方法：はがき、FAX、E※事前期限4/17（月）
mail

春の自然まるかじり
～山菜をとって山菜ピザを食べよう！！
～
7

日

秋吉台エコツアー
～新緑が最も美しい季節のカルスト台地
で自然を満喫する～
7

日

定員：25名（先着順）
時間：9時30分～15時
集合場所：秋吉台カルスト
ロード駐車場
新緑の絶景ポイントを巡り、春の野草を観察しな 参加費： 2,000円（昼食代、
がら草原と人々の営みについて語り合います。
保険料込み）(小中学生、幼児
要保護者同伴）
カルストロードの駐車場（トイレ）→ジゴク→
持参物：野外活動・ウォーキ
桐ヶ台→天然記念物の碑→冠山→カルストロード ングに適した服装、靴、雨具
駐車場（トイレ）

山口市徳地農林振興事務所
(0835-52-1122)
http://www.shinrintherapy-yamaguchi.jp/

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

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/ecotour/?sid=
17

※申込期限5/2(火)

2/11

第14回櫛浜こども干潟フェスティバル
7

日
櫛ヶ浜堀川河口の干潟で小動物の観察

地学実験教室〈地質の日特別講座〉
～化石の発掘体験をしよう～

7

日

皆さんは、化石の発掘体験をしたことはあります
か？
今回の実験教室では、栃木県那須塩原足で採取さ
れた化石から、主に木の葉化石の発掘を体験しま
す。果たして化石が出てくるでしょうか。
ハンマーとタガネを使用し、意思を割って化石を
発掘します。発掘後、鑑定を行い、標本ラベルを
作成します。化石の発掘の仕方、標本ラベルの作
り方などを学びます。

対象：中学生以下の子どもと
その保護者
時間：潮による
場所：櫛ヶ浜南浜（櫛ヶ浜船
だまり）
参加費：100円
持参物：長靴またはズック着
用（サンダル禁止）
貝堀り用具は各自持参

対象：小学3年生～一般
定員：20人（先着順）
時間：13時～15時
場所：防府市立青少年科学館
ソラール ワークショップ
参加費：300円（別途観覧料必
要）
申込方法：電話、FAX、はが
き、e-mail、直接来館

櫛浜公民館
(TEL：0834-25-0525)

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

野鳥写真展（～6/11）
10

水

時間：9時30分～17時
愛鳥週間にあわせて一般公募した自慢の野鳥の写 場所：きらら浜自然観察公園
真を展示します。27名120点の野鳥写真展です。 参加費：無料（19歳以上の方
日本国内で撮影された作品をお楽しみください。 は入館料200円が必要です）
期間中は常時展示しています。

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

秋吉台エコツアー
～林と草原の初夏の花を楽しもう！～

13

土

定員：24名（先着順）
時間：9時20分～15時
林～草原を散策して、クロミノサワフタギ・マユ 集合場所：大正洞駐車場
ミ・ユウゾなどの樹木の花と、ツクシタツナミソ 参加費： 2,000円（昼食代、
ウ・サイハイラン・キンラン・フナバラソウな
保険料込み）(小中学生、幼児
ど、初夏の草花を観察します。
要保護者同伴）
持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具
駐車場→林→真名ヶ岳（昼食）→林→大正洞駐
車場

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/ecotour/?sid=
17

※申込期限5/8(月)

ウォーキング角島観察会
～家族で春を楽しもう！～
13

土 野草や野鳥などを楽しみながら角島の東側約5㌔
を歩き、春の自然観察をします。
※申込期限5/11(木)

定員：20名（先着順）
時間：9時30分～13時
場所：角島牧崎、旧棚田周辺
参加費：200円(中学生以下は
無料)
持参物：弁当、水筒、歩きや
すい服装でご参加ください。
申込方法：ハガキ、TEL、FAX

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

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

13

土

時間：19時～21時
春のダイヤモンドと木星を観察します。
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

3/11

13

土

対象：小学生の子どもとその
家族
手作りザオとシカケdeさかなつり
定員：5家族
時間：10時～15時
竹ざおと自分で作ったシカケを使って春の小川で 場所：周南市大田原自然の家
魚釣り。
参加費：一人650円（食事代、
保険料、消耗品等）、シカケ
※応募者多数の場合、抽選
代1セット100円
※申込期限5/1(月)
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/
E-mail:
ootabara@ccsnet.ne.jp

対象：一般
定員：30人
時間：9時～13時
広葉樹の繁る林道をウォーキングしながら、樹木 場所：里山ステーション俵山
の名前や特徴を学ぶ。
参加費：無料
持ち物：歩きやすい服装、
※申込期限5/10(水)
靴、弁当、飲み物

俵山公民館
(TEL：0837-29-0063）

樹木観察会
13

土

歴史探訪「古地図片手に街歩きー山口明
倫館編ー」

13

土

文久３年（1863）、長州藩は政治の拠点を萩から
山口に移しました。これにともない、学者・上田
鳳陽の私塾山口講堂（山口講習堂）を山口明倫館
と改称し、萩・山口の両明倫館が並立することと
なりました。同校の敷地一帯は、明治以降、山口
中学、山口高等中学校、旧制山高、山口師範学
校、山口大学などの校地となり、学都山口の中心
として賑わいました。
本講座では、明治１５０年に向けて、山口明倫
館ゆかりの史跡を、幕末の古地図を片手に楽しく
探索します。この機会に、幕末維新史を身近に感
じてみませんか。

対象：一般県民（小学生以下
は保護者同伴）
定員：20人
時間：10時～11時30分
場所：県立山口博物館（別館
講座室）、県立美術館、山口
市役所、県立山口図書館周辺
参加料：無料
申込方法：はがき、インター
ネット

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

※申込期限5/3（木）
※応募者多数の場合は、抽選

バードウォッチング入門②
～きらら浜の新緑と野鳥をたずねて～
14

日

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
※雨天の場合は、館内から野鳥観察やビデオ上映 料で貸出しいたします。
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/

秋吉台エコツアー
～ドリーネを探る～笠木山・出来水・柳
の水・北峰～

14

日

定員：25名（先着順）
時間：9時30分～15時30分
集合場所：秋芳梨選果場
ドリーネ群を巡り、ドリーネのすべてを考えま
参加費： 2,000円（昼食代、
す。
保険料込み）(小中学生、幼児
要保護者同伴）
持参物：野外活動・ウォーキ
出来水駐車場→出来水ウバーレ（底にある湧泉や ングに適した服装、靴、雨具
ドリーネ群を巡る）→柳の水（湧水）→北峰（笠
木山、出来水、船が窪を展望）→駐車場へ帰る

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/ecotour/?sid=
17

※申込期限5/9(火)

環境学習講座
～秋吉台の植物観察（春の草花観察）～

14

日

秋吉台に自生する植物を、秋吉台エコツアーで自
然解説者をされている方々の解説で野外観察しま
す。（春から初夏の草花が見頃です）
秋吉台の真名ヶ岳周辺を散策しながら、ヤマサギ
ソウやカノコソウ、フナバラソウなどの春から初
夏に咲く花を観察しませんか。
※申込期限4/28(金）

対象：一般県民
（小学生は保護者同伴）
定員：40人程度（応募者多数
の場合は抽選）
場所：秋吉台、真名ヶ岳周辺
(集合：秋吉台長者ヶ原駐車
場)
時間：10時～15時
参加費：無料（昼食各自）
申込方法：郵送・FAX

(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)
(FAX：083-987-1720)

4/11

日

参加対象：4才以上
定員：20名
時間：9時～12時
田んぼに作られたビオトープに出かけてカエルを 集合場所：秋芳梨選果場駐車
観察します。
場
田んぼはカエルの大合唱！7種類のカエルに出会 観察場所：美祢市秋芳町嘉万
えるかな。
麓の田んぼ
参加費：無料
持参物：泥に汚れてもいい
※小雨の場合、観察会は行います。
服、長靴、雨具、あみ、カエ
ルやオタマジャクシを入れる
容器

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

日

対象：周南市櫛浜地区・大島
地区小学生
第27回太崋山一周ゆっくりのんびりサイ 定員：（先着順）
時間：9時～12時(予定)
クリング大会
場所：太崋山
太崋山周辺の道をゆっくりとサイクリングして自 集合場所：櫛浜小学校
参加費：100円
然に親しむ。
持参品：水筒、タオル
※児童・幼児はヘルメット着
用

櫛浜公民館
(TEL：0834-25-0555）

カエルが待っている

14

14

自然観察教室
～大平山の植物観察～

14

日

対象：小学生～一般
防府市大平山を散策しながら、フタリシズカなど 定員：10人（先着順）
の春の植物や、この辺りでは、珍しいカナクギの 時間：10時～正午
巨木群を観察します。植物の専門家が、春の植物 集合場所：大平山山頂公園駐
車場
について詳しく解説しますよ！
参加費：300円
ぜひこの機会に、春の植物に詳しくなりましょ
その他：山道を歩ける服装、
う！
靴
※中学生以下は保護者同伴
※小雨決行

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

新緑と野鳥を訪ねて
（山口県、㈶日本鳥類保護連盟山口県支
部との共催）
14

日

時間：10時～12時
（集合時間：9時30～10時）
場所：山口市阿知須町きらら
浜自然観察公園
今年もバードウィークの探鳥会は、きらら浜自然 集合場所：山口市阿知須町き
公園です。初夏の渡り鳥の観察を行います。ご参 らら浜自然観察公園ビジター
加ください。初心者歓迎、なにも持たずに来られ センター
ても双眼鏡をお貸しできます。
その他：ビジターセンター入
館料200円が必要です。
※雨天決行

下関地区探鳥会
14

時間：8時10分～12時
（集合時間：8時10分）
場所：下関市蓋井島
集合場所：下関市吉見港蓋井
島行き渡船桟橋

日 蓋井島の野鳥たち。
※雨天中止

20

ウォーキング自然観察会
土 7/17)

写真展(～

ウォーキング観察会参加者の写真展。

時間：9時～16時30分(入館は
16時まで)
場所：つのしま自然館

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

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

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

5/11

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴のこと）
加工しやすく乾燥しやすいという特徴をもつ素焼 定員：30名（応募者多数の場
き調粘土を使って、古墳時代特有の焼き物である 合、抽選）
埴輪の製作に取り組み、古代の人々の知識や技術 時間：13時30分～15時30分
会場：山口県立山口博物館
について学習します。
別館２階 講座室
講師：荒巻 直大（山口博物館）
参加費：無料
申込方法：往復はがき、HP
※申込期限5/10(水)

県立山口博物館
(TEL：083-922-0294)
担当：荒巻
http://www.yamahaku.pref.
yamaguchi.lg.jp/
〒753-0073
山口市春日町8番2号
山口県立山口博物館 「埴輪
を作ろう！」係（担当：荒
巻）

定員：20名（先着順）
時間：8時30分～16時
集合場所：秋吉台リフレッ
シュパーク
桂木山登山コースの森林浴をしながら、約2時間 参加費：2000円（昼食代、保
険料込）(小中学生、幼児 要
の行程で山頂を目指します。
登山道周辺の樹木を観察しながら秋吉台の自然 保護者同伴）
の雄大さを感じていただき、山頂からは、緑に萌 持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具
えるカルスト台地を展望します。
帰りはトロン温泉で汗を流し、疲れを癒して帰
※エコツアーの前日、景清洞
宅となります。（入浴は自由です）
トロン温泉に宿泊することが
できます。その場合、料金は
秋吉台ﾘﾌﾚｯｼｭﾊﾟｰｸ→桂木山→秋吉台ﾘﾌﾚｯｼｭﾊﾟｰｸ
5000円(素泊まり、参加費含
む)になります。
※申込期限5/16(火)

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/ecotour/?sid=
17

埴輪を作ろう！

20

土

秋吉台エコツアー
～桂木山登山～

21

日

徳地和牛を食べよう
21

日

定員：30名（先着順）
時間：11時～13時
火おこしから体験、徳地和牛を食べよう
場所：ふれあいパーク大原湖
参加費：2000円（野菜・むす
※申込期限5/14(日)
び2個付）
※キャンセルされた場合、徳地和牛は原価で購入 持参物：タオル、軍手など
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/

対象：3歳～小学校就学前の幼
おおたばらどろんこむら
児を含む家族
～どろんこになってあそぼう！(４回）～ 定員：20家族（応募者多数の

21

日

田んぼでのどろんこ遊び、魚のつかみ取りやそう
めん流し、いも堀り、もちつき、いもづるリース
作り等、四季を通じで自然の中での遊びを楽しも
う。
（5/21、9/3、10/29、12/3）
春のどろんこむら
家族でどろんこ！サツマイモを植えよう！
※申込期限5/1(月)

海のネイチャーゲームの会
21

日

海にあるものを様々な感覚を使って感じてみよ
う。

森林セラピー山口健康登山～飯ヶ岳～

21

日

5月は、ふれあいパーク大原湖を集合場所とし
て、森林セラピー基地の奥深く「飯ヶ岳」（937
ｍ）に登ります。
ふれあいパーク大原湖集合後、各自の車で飯ヶ岳
登山口駐車場まで移動します（約10km）。一部未
舗装がありますので、自家用車での移動が難しい
方は、乗り合わせで移動します。
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はいざないま
す。
※申込期限5/17(水)

場合は抽選）
場所：周南市大田原自然の家
参加費：一人650円、就学前幼
児550円（食事代、保険料等）
3歳未満で保護者の食事と兼用
の場合は20円
年間 1家族1200円（通信費、
サツマイモ苗代等）
申込方法：はがき、FAX、Email

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

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人
時間：10時～13時
場所：キワ・ラ・ビーチ
（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)

定員：20人（先着順）
時間：9時～15時
開催場所：ふれあいパーク大
原湖
参加料：1000円（小中学生500
円 ※要保護者同伴）
持参物：昼食、飲み物、山歩
きできる服装、タオル、レ
ジャーシート、 セパレートタ
イプのカッパ（必須※防寒具
としても有用） 、登山靴（必
須※ハイカット推奨） 手袋
（※予備持参推奨）、虫除け
など

山口市徳地農林振興事務所
(TEL：0835-52-1122)
http://www.shinrintherapy-yamaguchi.jp/

6/11

21

日

対象：小学3年生～一般
定員：20人（先着順）
特別講座～昆虫教室～
時間：①10時～正午
②13時～15時
昆虫の特徴や生態・分類などについて、昆虫の専 場所：防府市立青少年科学館
門家が解説します。コウチュウとチョウの2種類 ソラール
の昆虫の標本を作ります。
参加費：300円（要別途観覧
料）
※要事前申込み
申込方法：来館、TEL、FAX、
E-mail

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

第19回お田植まつり

21

日

時間：9時30分～
（受付10時まで）
場所：道の駅願成就温泉前の
・お田植え体験
田んぼ
・どろんこお宝探し（無料、先着50名）
・どろんこフラッグ、どろんこ女尻相撲（要事前 参加費：500円（願成就の温泉
券付）
申込み）
その他：泥まみれになれる服
装
※雨天中止
※申込期限5/8(月)

親と子の化石観察会

21

日

美祢市化石採集場で、今から２億年前の美祢層群
の地層の観察や、植物化石の採集を行います。本
講座では、化石の観察や採集を通して、ふるさと
の自然に対する関心を深め、科学的な見方を学び
ます。
講師：高橋

文雄(美祢市歴史民俗資料館館長)

※申込期限5/11(木）

対象：小・中学生（小学生は
保護者同伴のこと）
定員：30名（応募者多数の場
合、抽選）
時間：13時～16時
場所：美祢市化石採集場(美祢
市大嶺町西分)(現地集合)
参加費：無料(但し、採集場利
用料大人100円、中学生50円が
別途必要）
持参物：筆記用具、水筒、弁
当、外で動きやすい服装
申込方法：往復はがき

山口県央商工会阿東支所
(TEL：083-956-0032)
(FAX：083-957-0754)
http://www.ato-town.com

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
山口県立山口博物館 「親と
子の化石観察会」係
（担当：亀谷）

秋吉台の夏鳥を訪ねて

27

土

秋吉台長者ヶ森周辺でカッコウ・セッカ・ホオア
カのさえずりを楽しみながらのお散歩。草むすカ
ルスト台地、さわやかに渡る初夏の風。風薫る初
夏の草原でさえずるカッコウやホオアカの姿を探
してみましょう。意外と近くで見られるかも。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：8時30分～12時
（集合時間：8時30）
場所：美祢市美東町秋吉台
（長者ヶ森付近）
集合場所：美祢市美東町長
者ヶ森駐車場

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30分～12時
（集合時間：8時30分）
長者ヶ森周辺、カッコウ・セッカ・ホオアカのさ 場所：美祢市美東町秋吉台
えずりを楽しみながら。
（長者ヶ森付近）
集合場所：美祢市美東町長
※雨天中止
者ヶ森駐車場
※県支部と合同

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

※雨天中止、多少起伏があります。
※美祢地区探鳥会と共催

美祢地区探鳥会
27

土

対象：4歳～中学生の子どもを
含む家族
定員：10家族
里山の田んぼで昔ながらの田植えにチャレンジ！ 場所：周南市大田原自然の家
参加費：小学生以上650円、幼
かしわ餅も作るよ！。
児550円（食費、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※申込期限5/16(月)
mail

米こめ田植え大作戦
27

土

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

7/11

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
組)
・タマネギ、ソラマメ、ジャガイモの収穫体験
時間：午前の部 10時～12時
・サツマイモ、スイートコーンの植付け体験
午後の部 13時30分～
15時30分
※5/27が雨天の場合、5/28に順延。5/28が雨天の 場所：山口県セミナーパー
場合中止
ク、セミナーパーク近くの契
※定員を超えた場合、抽選
約農地
※申込期限5/11(木)必着
参加費：1組500円
申込方法：葉書

(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)
(URL：
http://www.hito21.jp/)

日

時間：9時30分～14時
場所：カルスト台地秋吉台
集合場所：長者ヶ森駐車場
新企画！ カルスト台地秋吉台の野鳥と山野草ハ 集合時間：9時30分
（9時から受付）
イキング。カッコウ、ホオアカ、キジや春の山野
持ち物：リュック、弁当(草原
草を楽しみましょう。
で昼食）、飲み水500ml×2本
程度、手帳、筆記用具、コン
※雨天中止
パクトカメラ

日本野鳥の会山口県支部
周南地区
担当：小林
(TEL：0834-25-4496)

日

対象：小学生～一般（小学2年
生以下は保護者同伴）
定員：20人（先着順）
自然観察教室～植物観察と標本作り～
時間：10時～正午
集合場所：防府市立青少年科
ソラールのサイエンスパーク内で植物観察を行っ 学館ソラール サイエンス
た後、植物の同定と標本作製を行います。
パーク内
参加費：300円（参加費の他に
※少雨決行
観覧料が必要）
その他：山道を歩ける服装、
靴

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

定員：50人（先着順）
時間：10時30分～12時30分
（開場10時～）
集合場所：山口情報芸術セン
健康運動指導士からウォーキングや怪我をしない ター 2ＦスタジオＣ
ためのストレッチ等を学びます。ウォーキングを 参加費：50円（保険料）
はじめてみませんか。
持参品：歩きやすい服装と
靴、飲み物、タオル、筆記用
※申込期限5/18(木)
具

山口市保健センター（山口
市健康増進課）
(TEL：083-921-2666）

ふれあい農園教室～春の収穫体験～

27

土

周南地区探鳥会
28

28

図書館で学ぶウォーキング
～チャレンジデーに中央公園を歩こう～
31

水

■□■□■参加者募集中■□■□■
６月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

3

土

時間：19時30分～21時30分
春の星座・木星・月を観察します。
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

8/11

岩国地区探鳥会
3

土 岩国市城山の鳥を訪ねて。
※雨天中止

時間：9時～11時
（集合時間：9時）
場所：岩国市城山
集合場所：岩国市錦帯橋ロー
プウェー駐車場

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

新緑と野鳥を訪ねて2

4

日

新緑の山で、野鳥を探してみましょう。運がよけ
れば、クロツグミに出会えるかも？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。
※起伏があるコースですので、足下をしっかりと
して参加してください。

時間：8時～11時
（集合時間：8時）
場所：山口市徳佐十種ヶ峰
集合場所：十種ヶ峰スキー場
大駐車場（スキー場と野外活
動センターの分岐）

周南地区探鳥会
4

日

時間：9時30分～14時
（集合時間：9時30分）
鹿野奥の清流と夏鳥。
場所：鹿野奥(会員深町さんの
会員深町さんの山小屋での探鳥・巣箱作りと茶話 山小屋)
会。
集合場所：鹿野総合支所駐車
場
※雨天中止
持ち物：弁当
※茶話会での写真や情報の提供をお願いします。

自然観察教室～モリアオガエルの観察～
4

日

対象：小学生～一般（高校生
以下は保護者同伴）
国立山口徳地青少年自然の家でモリアオガエルの 定員：20人（先着順）
説明をおこなった後、山口市徳地の長者ヶ原など 時間：10時～正午
集合場所：国立山口徳地青少
でモリアオガエルの観察を行います。
年自然の家一般駐車場
参加費：300円
※小雨決行

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

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

対象：一般（中学生以下保護
者同伴）
時間：8時～12時
カッコウなど秋吉台の野鳥や植物を観察し、エコ 集合場所：長者ヶ森駐車場
山口県立きらら浜自然観察
ミュージアムでは秋吉台の自然について学習しま （受付：7時30分～8時）
公園
す。
参加費：高校生以上300円、小 (TEL：0836-66-2030)
中学生200円（保険料）、未就
学児無料
※申込期限6/2(金)

秋吉台の自然をたずねて
4

日

カヌー遊び＆徳地和牛のバーベキュー

10

土

早春の大原湖をカヌーで散歩、昼食は徳地和牛の
定員：10組（先着順）
バーベキューをお楽しみください。
時間：10時～14時
場所：ふれあいパーク大原湖
※申込期限6/3(土)
※小学生以下の方は子供２人でカヌーに乗ること 参加費：2500円
申込方法：電話
はできません。
※雨天はバーベキューのみ
※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/
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秋吉台ファミリーキャンプ１（～6/11）
～親子でテントでのんびりと～

10

土

秋吉台の大自然でのテント泊（今回は体育館へ設
営）や野外炊事を通して、自然の素晴らしさや家
族で活動することの楽しさを体感してください。
テント泊、バーベキュー、キャンプファイヤー、
自然散策等
※申込期限5/24（水）

対象：幼児(年中・年長)とそ
の家族
定員：40名（応募者多数の場
合、抽選）
日時：6月10日13時30分～6月
11日12時30分
場所：山口県秋吉台青少年自
然の家
参加費：19歳以上3500円、18
歳以下3000円(食事代、保険
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

モリアオガエルの観察と卵のレスキュー

11

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
※事前申込必要

対象：4才以上
定員：20名
時間：9時～12時
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

バードウォッチング入門③
～オオヨシキリを観察しよう～
11

日

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
※雨天の場合は、館内から野鳥観察やビデオ上映 料で貸出しいたします。
を行います。

下関地区探鳥会
11

日 狗留孫山の夏鳥たち。
※悪天候中止

時間：8時～12時
（集合時間：8時）
場所：下関市豊田町狗留孫山
集合場所：下関市JR新幹線新
下関駅西口

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

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

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

秋吉台エコツアー
～家族旅行村で樹木観察を楽しもう！～

17

土

定員：24名（先着順）
時間：9時20分～15時
秋吉台家族旅行村を散策して、チシャノキ、クマ 集合場所：秋吉台家族旅行村
ノミズキ、ノグルミなど、この時期に花が咲く樹 駐車場
参加費：2000円（昼食代、保
木を観察します。
険料込）(小中学生、幼児 要
家族旅行村の樹木観察コース→（トイレ）→林縁 保護者同伴）
持参物：野外活動・ウォーキ
（昼食）→駐車場
ングに適した服装、靴、雨具
※申込期限6/12(月)

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/ecotour/?sid=
17

古地図を片手に街道歩き
～あじさい園を訪ねて～
17

土 岩国領の吉川公が乗馬で通ったといわれる岩国
堅ヶ浜往還を、古地図を片手に歩きます。当日
は、県内最大級のあじさい園を楽しみます。

時間：9時～16時30分
(集合時間：9時)
集合場所：JR柳井駅

柳井市観光協会
(TEL：0820-23-3655)

※申込期限5/10（土）

10/11

秋吉台エコツアー
～柿の葉茶と苔玉づくり～

18

日

ビタミンCがいっぱいの柿の葉茶を作ります。新
緑の柿の葉を採取し、蒸して、干して、ハイ出来
上がり。
昼からは箱庭のミニ宇宙「苔玉」を作ります。
あなたのお気に入りの場所に置いて、柿の葉茶を
飲みながら、ホッとして下さい。

定員：20名（先着順）
時間：9時30分～15時
集合場所：ほっとビレッジ美
東
参加費：3000円(昼食代、材料
費込 / 前泊8000円：1泊2食+
参加料)

秋吉台地域エコツーリズム
協会事務局
(TEL：0837-63-0055)
http://www.karusuto.com/h
tml/ecotour/summer.html

※申込期限6/13(火)

定員：30名
時間：9時～12時
集合場所：秋吉台エコ・
ミュージアム
森の中に住んでいるカタツムリのようすを観察し 参加費：無料
ます。
持参物：長靴、バケツ、雨
具、虫除けスプレー

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

対象：どなたでも
時間：10時～12時
場所：山口県立きらら浜自然
公園にはたくさんの種類のトンボがいます。色と 公園
参加費：無料（19歳以上の方
りどりのトンボを観察してみましょう。
は入館料100円が必要です）
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
※雨天中止
料で貸出しいたします。

山口県立きらら浜自然観察
公園
(TEL：0836-66-2030)

秋吉台のカタツムリ
25

日

トンボ観察会
25

日
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