自然とふれあう行事一覧表（２９年１０月）
１０月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

探検！博物館の森

1

日

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴のこと）
山口市の中心部にありながら緑に囲まれている博 定員：20名（応募者多数の場
物館周辺の豊かな森の植物を観察して、秋の自然 合、抽選）
を感じます。
時間：13時30分～15時
集合場所：山口博物館 別館２
講師:秋丸弘毅(山口県植物学会会員)
階講座室
参加費：無料
※申込期限9/22(金)

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

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

日

自然観察教室
「佐波川の生き物調べ」

1

日

みなさんは、「佐波川」にどんな生き物がいるの
か知っていますか？昔から地域の人々の生活に深
くかかわってきた「佐波川」。この教室では、佐
波川の生き物の観察や調査を行います。川にすむ
生き物や自然環境保全に興味があるあなた、今す
ぐ申し込もう！

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。また、幼児の同
伴は安全上ご遠慮ください。)
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

※申込は9月1日から、先着順

1

日

定員：20名(先着順)
時間：9時30分～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
参加費：500円(小・中学生250
ディックウォーキング体験会～
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
(両手がフリーになるもの)、
験します。
帽子、昼食、水筒、手袋、タ
オル、雨具、(あれば)ノル
※申込期限9/28(木)
ディックウォーキングポール
など

周南地区探鳥会
1

日 ヒヨドリの渡りとハヤブサ観察
※雨天中止

時間：8時30分～12時
（受付：8時30分より）
場所：周南市粭島
集合場所：周南市大島居守漁
港(徳山ボートの向かい剣道
170号線)

定員：30人
時間：10時～14時
場所：山口市宮野岩杖「森の
裏山の遊歩道(一周1.5㎞)を散策して、キノコ探し 夢」
を楽しみます。昼食は、みんなでピザを焼いて食 参加費：会員/中学生以上400
円、4才～小学生200円、3才以
べます。
下無料、一般/それぞれ200円
講師：「なばの会」川口泰史さん
増し（3才以下無料）
持参物：軍手、水筒、長袖、
※申込期限9/28(木)
長ズボン

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
周南地区
担当：立野
(TEL：0834-26-2376)

秋を楽しむ会～キノコをさがそう～
1

日

マロニエの森の会
事務局 杉山
(TEL：083-928-0614)
(携帯：080-9796-3403)
http://ww5.tiki.ne.jp/~sh
ro/toppu.htm
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アサギマダラスタンプラリー(～10/31）
1

日

対象：一般
場所：下関市園芸センター他7 下関市園芸センター
(TEL：083-258-0147)
渡りのチョウ「アサギマダラ」の観察を通じて、自然に 施設
参加費：無料
親しむ。

ショウドウツバメのねぐら入り観察会

7

土

ショウドウツバメは北海道やロシアで繁殖する小
さなツバメです。
南へ渡る途中、ねぐら入りのために公園のヨシ原
に集まります。
夕方の公園で群れが乱舞しながらねぐら入りする
様子を観察しましょう。

受付：17時～18時30分
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・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
(0836-66-2030)
http://kirara-h.com/

※雨天時：10/14(土)に延期（当日16時に決定。
不明の場合は電話でお問い合わせ下さい）

秋吉台お花畑プロジェクト２
7

7

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

土

ネイチャートリップキャンプ
～自然の流れを感じよう！～（～10/8）

土

時間：8時30分～13時
（受付：8時より）
周南地区探鳥会
場所：周南市大字八代
集合場所：周南市ツルいこい
県鳥ナベヅルのねぐら整備に協力。昼食は新米の の里交流センター駐車場
おむすび＋豚汁付き！！
準備物：長靴、軍手、手ぬぐ
い、作業着(作業道具は支給有
※少雨実施
り)

角島こども探検隊
7

写真展（～10/31）

土
角島こども探検隊参加者の写真作品を展示。

萩・阿武地区探鳥会
8

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：7日13時30分～8日15時
30分
場所：ときわ少年キャンプ場
(宇部市)
参加費：大人3000円、中学生
以下2500円
申込方法：電話、FAX、E-mail

日 萩城下町でバードウォッチング
※雨天中止

時間：9時～16時30分(入館は
16時まで)
場所：つのしま自然館レク
チャールーム

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時30分）
場所：萩市堀内萩城下町
集合場所：萩市菊ｹ浜市営駐車
場(無料)

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

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)

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

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

日本野鳥の会山口県支部
萩地区
担当：三谷
(TEL：0838-25-4753)
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バードウォッチング入門⑦
～渡ってきたばかりのカモ～
8

日

時間：10時～12時
場所：きらら浜自然観察公園
北からカモが渡ってくる季節になりました。渡っ 参加費：無料（19歳以上の方
てきたばかりのカモはどのような姿をしているの は入館料200円が必要です）
でしょうか？冬のカモと比べてみましょう。雨天 持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
料で貸出しいたします。
時は室内からの観察となります。
※雨天の場合は、室内からの観察となります。

生物観察教室
「魚を解剖して骨格標本を作ろう」
8

日

対象：小学3年生～一般(中学
生以下は保護者も一緒にお申
し込みください。)
おさかなの体の中はどうなってるのかな？おさか 定員：20人（先着順）
なの骨はどんな形をしてるのかな？おさかなを解 時間：13時～15時
剖してみて探ってみます。みんなでしらべてみよ 集合場所：防府市青少年科学
う！おさかなの骨の標本も作るぞ！！
館ワークショップ
参加費：300円(要別途観覧料)
※申込受付は9/8(金)から、先着順

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

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。

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

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10/7(土)

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

8

日

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9/25(月)
mail
対象：興味のある方どなたで
も
定員：30名
インラインスケート教室②
時間：9時30分～12時
場所：山口県由宇青少年自然
～家族や仲間と楽しく滑ろう～
の家
自然の中で多くの仲間とインラインスケートをす 参加費：148円（保険代、施設
ることで、楽しく運動し、仲間や家族とのふれあ 使用料）
準備物：運動のできる服装、
いを深めます。
着替え、タオル(参加者は、教
室終了後入浴できます。）イ
※応募者多数の場合、抽選
ンライスケート、プロテク
※申込期限9/12(火)
ター、ヘルメット（お持ちの
方）
申込方法：電話

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）

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

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

(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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自然探訪ときのこ狩り
～水面に映る紅葉、谷川のせせらぎ、秋
の一日を大自然の中で思いっきりリフ
レッシュ！60種以上のきのこに出会える
楽しみ♪～
9

9

月

定員：100名（先着順）
時間：9時30分～14時
場所：阿武郡阿武町大字宇生
賀うぶが字亀尻
（当日は、主要道路に案内看
板を設置します）
阿武町林業振興会事務局
参加費：中学生以上2000円 小
担当：西村
学生1000円 幼児無料（昼食代
・きのこ狩り・きのこの名前と見分け方・昼食
（08388-5-0543）
（現地で「飯ごう炊飯（むかごご飯）」と「きの 含む。）
こ汁」を作ります）・イガ栗風船割りゲーム（小 持参物：山野を歩ける服装(長
袖・長ズボン)、歩きやすい靴
学生以下対象）・マツタケ争奪じゃんけん大会
もしくは長靴、各自の飲み
（中学生以上対象）
物、軍手、きのこを入れる籠
かごもしくは袋、敷物(ビニー
※小雨決行。荒天中止。
ルシート等)、雨具
※申込期限10/5(木)

月

参加資格：3～6名を1チームと
して、チーム単位で申し込ん
でください。※子どもだけの
健康増進ウォークラリーin徳地
～重源の郷フィールドビンゴコース第2弾 チームには5年生以上が最低1
名入ること。
～
定員：50チーム
時間：8時30分～14時
フィールドビンゴ終了後、重源汁やおにぎりの簡 場所：重源の郷
単な昼食をご用意しています。
参加費：500円(保険料・入郷
料含む)※当日集金
※申込期限9/27(水)
持参物：雨具、水筒
その他：虫よけや虫刺され対
策をお願いします。

土

対象：4歳～中学生の子どもを
含む家族
定員：10家族
時間：9時30分～15時
昔ながらの方法で稲刈り脱穀・もみすりを体験。 場所：周南市大田原自然の家
その後はみんなでお餅つきをして、つきたてをい 参加費：小学生以上650円 幼
ただきます。
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※申込期限9/25(月)
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。

徳地地区体育協会（徳地地
域交流センター内）
(TEL：0835-52-0217)
(E-mail:
tokuji@city.yamaguchi.lg.
jp

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/

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)
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キッズチャレンジキャンプ（～10/15）
14

土

①ぼうけんの森を歩こう
②自然の中で思いっきり遊ぼう
③お星さまを眺めてみよう
④自分で作ろうチャレンジクッキング
※申込期限10/1(日)

対象：今年度5歳から6歳にな
る幼児とその保護者
定員：15組程度
時間：14日13時～15日14時
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：幼児1800円、保護者
2050円(3歳以下は500円)

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

対象：一般（中学生以下は保
護者同伴）
定員：当日自由参加
時間：19時30分～21時30分
集合場所：山口県立山口博物
館屋上および天体観測室
参加費：無料

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

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴のこと）
定員：15名（応募者多数の場
合、抽選）
時間：13時～16時30分
集合場所：萩博物館
参加費：無料

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

時間：7時30分～12時
（集合時間：7時30分）
場所：下関市彦島
集合場所：下関市竹崎町下関
市民館南側（下関国際ターミ
ナル側）

日本野鳥の会山口県支部
担当：上野
(TEL：090-6838-5165)

アンドロメダ銀河を見る会～２００万光
年離れた天体を眺めよう！～

14

土

アンドロメダ銀河は、アンドロメダ座の方向に見
える２００万光年も遠くにある大きな天体です。
アンドロメダ銀河からの光は２００万年かけて地
球に届き、私たちは今その光を見ています。
この会では、山口博物館の県内最大の屈折望遠
鏡でアンドロメダ銀河を観望するほか、夏から秋
にかけてのさまざまな天体を観望し、それぞれの
天体についての解説を行います。
※雨天・曇天中止

古代ウォーク

14

土

萩市大井地区には、阿武国造に関連する円光寺穴
観音古墳や、大井大寺廃寺跡など数多くの古代遺
跡があります。これらの遺跡について説明を受け
ながら現地を散策することにより、地域の歴史に
対する理解を深めます。
講師:横山成己(山口大学埋蔵文化財資料館助教)
※申込期限10/4(水)

下関地区探鳥会
15

日 関門海峡を渡るヒヨドリとハヤブサ観察。
※雨天中止

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)

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
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森林セラピー山口健康登山
～鳳翩山(734m)～

15

日

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、安全に森へいざない
ます。
10月は、山口市から萩市にまたがる東鳳翩山に登
ります。東鳳翩山は「新日本百名山」にも選ばれ
ており、山頂は、３６０度の大展望台。天気のい
い日は九州の山々も見えます。
歩行距離は往復7.6km、標高差600ｍです
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：一の坂運動公園駐
車場
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）、 セパレートタイプの雨
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/

※雨天中止
※申込期限10/12(木)

定員：ロングコース：500名
ウィメンズコース：100名
キッズコース：100人
日本最大級のカルスト台地「秋吉台」を走るトレ 親子ペアコース：50組
イルランレース。奥宮俊祐プロデュース。コース 開催場所：秋吉台家族旅行村 (一社)美祢市観光協会
(TEL：0837-62-0115)
は32kmロングコースと20kmのウィメンズコース、 (スタート/ゴール)
参加費：ングコース：7,000円
約5kmを走るキッズ・親子ペアコースも。
ウィメンズコース：5,000円
※ランネット（runnet.jp）からネット申し込み キッズ・親子ペアコース：
2,000円

秋吉台カルスト・トレイルラン
15

日

アンドロメダ銀河を見る会～２００万光
年離れた天体を眺めよう！～

15

日

アンドロメダ銀河は、アンドロメダ座の方向に見
える２００万光年も遠くにある大きな天体です。
アンドロメダ銀河からの光は２００万年かけて地
球に届き、私たちは今その光を見ています。
この会では、山口博物館の県内最大の屈折望遠
鏡でアンドロメダ銀河を観望するほか、夏から秋
にかけてのさまざまな天体を観望し、それぞれの
天体についての解説を行います。

対象：一般（中学生以下は保
護者同伴）
定員：当日自由参加
時間：19時30分～21時30分
集合場所：山口県立山口博物
館屋上および天体観測室
参加費：無料

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

対象：一般（小学生の場合は
保護者同伴）
定員：26名
時間：10時～16時
場所：島根県水源公園、山口
県岩国市深谷、宇佐郷、寂地
峡（移動は自家用車）
集合場所：むいかいち温泉道
の駅 10時集合
参加費：無料
持参物：野外活動のできる服
装、弁当、水筒、筆記用具な
ど

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

※雨天・曇天中止

地質めぐり
「岩国市寂地峡をたずねて」

15

日

島根県水源公園、岩国市深谷、宇佐郷、寂地峡を
たずね、宇佐川の河川争奪地形や花崗岩などを見
学します。
※河川争奪：隣りあう河川の間で、浸食力の強
い河川がもともと流れていた他方の河川の流域を
奪う現象。
注意：年度初め周南市での開催を計画しており
ましたが、岩国市に変更しております。参加申込
の際にはご注意ください。
※申込期限10/5(木)

紅葉どんぐり便特別講座
～どんぐり教室～
15

日

対象：小学生～一般
定員：20人(先着順)
時間：9時30分～12時
防府市桑山でどんぐりのなる木を観察し、種類の 集合場所：防府市青少年科学
見分け方について学びながら、色んな種類のどん 館ソラール
ぐりを拾おう！また、どんぐりを長期保存するた 参加費：無料(観覧料も不要で
す。)
めの処理方法について学びましょう。
※中学生以下は保護者の方も
一緒にお申込みください。
※申込は、9/15(金)から・先着順

防府市青少年科学館ソラー
ル
(TEL：0835-26-5050)
(FAX：0835-26-6855)
(E-mail：
oubo@minos.ocn.ne.jp)
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/
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ノルディックウォーキング＆ストレッチ
教室
20

金
※申込期限10/6(金)

対象：18歳以上（高校生を除
く）の健康な男女
※医師から運動を止められて
いない方
定員：15名（申込み先着順、
定員に達し次第締め切りま
す）
時間：14時～16時
場所：山口きらら博記念公園
コミュニティールーム及び園
内
参加費：1000円（開催日当日
に集金します）
申込方法：電話または来園

山口きらら博記念公園管理
事務所 企画運営課
(TEL：0836-65-6903)

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)

秋吉台エコツアー
～地獄台での花を楽しもう！～
21

土

定員：24名（先着順）
時間：9時20分～15時
集合場所：長者ヶ森駐車場
・アキヨシアザミ、オケラ、ヒメヒゴタイなどの 参加費：2000円（昼食代、保
草原の秋の草花を楽しみながら、それぞれの育成 険料込）(小中学生、幼児 要
環境に思いを馳せます。
保護者同伴）
・長者ヶ森駐車場～地獄台～中国自然歩道を散策 持参物：野外活動・ウォーキ
して、出そろった秋の草花を観察します。
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10/16(月)

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

21

土

オリオン座流星群、夏と秋の星座を観察します。 時間：19時～21時
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。

天体観察教室
～秋の天体観察～

21

土

みなさんは、秋の星座を観察したことはあります
か？今回の観察会では、まず秋の星座についての
解説を行います。その後、屋外で天体望遠鏡を
使って、秋の星座観察や土星などの観察を行いま
す。ぜひ一緒に、魅力あふれる星空の観察を楽し
みましょう！！

対象：小学生～一般
定員：50人(先着順)
時間：18時30分～20時30分
場所：ソラールサイエンス
パーク
参加費：無料
※中学生以下は保護者の方も
一緒にお申込みください。

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)

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

※悪天候の場合は、屋内で解説のみ行います。
※要申込 9/21(木)から受付開始・先着順
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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～
22

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10/7(土)

森林セラピーガイドツアー～健康の森歩
きとお灸講座～

22

日

10月の「森林セラピーガイドツアー」は、健康の
ための森歩きを提案します。
コースは、愛鳥林セラピーロード（約1㎞）、は
じめての方もお気軽にどうぞ。
講師は、はり師・きゅう師の資格を持つ森の案内
人角田吉久さんです。
健康の森歩きのあとは、お灸講座として「青空お
灸体験」。今回のお灸体験は、万能のツボと美の
必勝ツボをテーマに紹介します。

定員：20名(先着順)
時間：9時30分～12時
集合場所：旧野谷集会所
参加費：500円(小・中学生250
円※保護者同伴)
持参物：昼食、飲み物、雨
具、リュックサック、散策で
きる服装、歩きやすい靴、虫
除けスプレー、その他必要と
おもわれるもの

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10/19(木)

22

22

22

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
山口県ネイチャーゲーム大会in宇部
らどなたでも
～秋のネイチャーゲームの会
定員：30名
時間：10時～15時30分
「秋」の森は色鮮やか。「秋」の森は実りがいっ 場所：江汐公園(山陽小野田
ぱい。「秋」の森は・・・。ネイチャーゲームを 市)
通して「秋」の自然を感じよう！
参加費：300円
申込方法：電話、FAX、E-mail

対象：自然が好きな方
定員：30名
時間：10時～12時30分
場所：下関園芸センター(下関
市)
参加費：大人300円、子ども
200円
申込方法：電話、FAX

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

対象：4歳以上の方
定員：30名
時間：10時～12時30分
場所：紅葉谷公園(岩国市)
参加費：大人300円、子ども
200円
申込方法：電話、FAX、E-mail

錦川シェアリングネイ
チャーの会
事務局：田中
(TEL/FAX：0827-96-1375)
(E-mail：
nql16354@nifty.com)

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
山口県ネイチャーゲーム大会in周南
定員：30名
時間：10時～15時
ネイチャーゲームの他、ネイチャークラフトも実 場所：周南市西緑地公園 万
葉の森(周南市)
施。昼食には豚汁もあります！
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)

山口県ネイチャーゲーム大会in下関
日 ～全国一斉シェアリングネイチャーの日
～

山口県ネイチャーゲーム大会in岩国
日 ～秋の色をみつけよう～
ネイチャーゲームを通して自然とふれあおう！

22

日

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：どなたでも
定員：30名
時間：9時30分～12時30分
場所：維新百年記念公園弓道
様々な感覚を使うネイチャーゲームで自然とふれ 場横芝広場(山口市)
あおう！
参加費：大人300円
申込方法：電話、FAX

山口県ネイチャーゲーム大会in山口
22

日

山口県ネイチャーゲーム大会in田布施
22

日
田布施川河岸の公園で自然とふれあおう！

22

日

対象：子どもとその家族及び
一般
ドリーネ畑でごぼう掘り
定員：60名（応募者多数の場
合、抽選）
秋吉台の地形を利用したドリーネ畑でのごぼう掘 日時：9時30分～13時20分
りを体験します。
場所：山口県秋吉台青少年自
昼食には、ごぼう入りちらし寿司や豚汁、ごぼう 然の家
の天ぷらを味わいます。希望者は午後から秋吉台 参加費：19歳以上1200円、18
のハイキングも楽しめます。
歳以下1000円(保険代、昼食代
等)
※荒天の場合、10/28(土）に延期
※別途1グループにつき500円
※申込期限10/4(水）
申込方法：はがき、FAX、Email

ノルディックウォーキング＆ストレッチ
教室
27

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：9時30分～12時
場所：ふれあい詩情公園(田布
施町)
参加費：大人300円、中学生以
下200円
申込方法：電話、E-mail

金
※申込期限10/6(金)

対象：18歳以上（高校生を除
く）の健康な男女
※医師から運動を止められて
いない方
定員：15名（申込み先着順、
定員に達し次第締め切りま
す）
時間：14時～16時
場所：山口きらら博記念公園
コミュニティールーム及び園
内
参加費：1000円（開催日当日
に集金します）
申込方法：電話または来園

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)

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

山口きらら博記念公園管理
事務所 企画運営課
(TEL：0836-65-6903)

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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てくてく ときわ公園
「ときわ公園の新たな魅力発見！」

28

土

対象：どなたでも
ときわミュージアムは、世界を旅し感動する植物 定員：40名
館に生まれ変わりました。原産地の植生を再現し 時間：9時50分～12時
た8つのゾーンでは、プラントハンター・西畠清 （集合時間9時50分）
場所：ときわ公園
順さんが、世界を飛び回って集めたシンボルツ
リーに圧倒されます。彫刻の丘では、第27回UBE 集合場所：ときわ公園正面入
ビエンナーレ(現代日本彫刻展）が、10/1(日)～ り口
11/26(日)開催。植物文化と芸術の秋を楽しみま その他：植物館入館料300円
（70歳以上 200円）
しょう！

ときわ公園管理課
(TEL：0836-54-0551)
(FAX：0836-51-7205)

※申込期限10/27(金)

阿東嘉年自然塾（～10/29）
28

土 紅葉ハイキング、芋煮会、野菜収穫

対象：親子
定員：20名

※申込期限：10/13(金)

秋の天体教室
28

28

土

土

対象：小・中学生を含む家族
定員：50名
My望遠鏡を手作りして、実際に月の観察をしてみ 場所：周南市大田原自然の家
よう。
参加費：700円(食費、保険料
等)望遠鏡台別途。
※10/1(日)募集開始

山口県ネイチャーゲーム大会in萩

対象：自然が好きな方
定員：30名
時間：9時30分～14時
場所：萩セミナーハウス(萩
市)
申込方法：電話、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@cable.ne.jp)

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

はぎシェアリングネイ
チャーの会
事務局：吉原
(TEL：0838-21-7501)
(FAX：0838-21-7666)
(E-mail：
seminarhouse@npomachihaku
.com)

里山フェスin秋吉台（～10/29）
28

土

家族みんなで秋吉台を満喫しよう！
アウトドアの体験
里山の遊び体験
森のレストラン

美祢地区探鳥会
29

日 厚狭川河口の初冬の野鳥観察。
※雨天中止

29

日 気象教室～秋のお天気調べ～

時間：28日10時～29日16時
場所：秋吉台家族旅行村

NPO法人やまぐち里山ネット
ワーク
(TEL：090-3637-1607)
http://npoyamasato.com

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時30分）
場所：山陽小野田市厚狭川河
口
集合場所：山陽小野田市厚陽
公民館
持参物：飲料

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

対象：小学3年生～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：13時～15時
観察場所：
集合場所：
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
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小型哺乳類の観察会
29

日
※申込期限10/19(木)

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴のこと）
定員：10名（応募者多数の場
合、抽選）
時間：9時30分～12時30分
集合場所：鴻ノ峰
参加費：無料

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

きのこ狩りと秋吉台の自然に親しむ集い

29

日

定員：250名（先着順）
時間：10時～13時40分(自由解
散)（受付：9時30分～）
集合場所：秋吉台家族旅行村
参加費：3才以上ひとり500円 秋吉台家族旅行村
持参物：(あれば)きのこ図
(TEL：0837-62-1110)
鑑、きのこを入れる袋、野外
※小雨決行。雨天による開催有無のお問合せは朝 活動に適した服装、雨具(カッ
パ等)
７時以降お願いします。
※村内へのペットの持ち込みはご遠慮ください。
※申込期限10/22(日)
・きのこ採集（鑑定会は随時行います）
・大物賞と珍しいきのこ賞の表彰
・きのこ名前あてクイズ
参加者の方には昼食時にきのこ汁・白ご飯をお配
りします。

きらら浜自然観察公園
ふれあいまつり
29

日

子ども餅つき体験、工作、バードウォッチング、
パネルシアターなどの楽しいプログラムが盛りだ
くさん！プログラムの参加は全て無料です。うど
んやおにぎりの販売もあるので一日中楽しめま
す。秋の公園で思いっきり遊びましょう。

時間：9時～16時
場所：きらら浜自然観察公園
対象：どなたでも
参加費：無料（19歳以上の方
は入館料100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/

定員：20名（先着順）
終了時刻：15時
（集合時間：9時30分～9時50
分）
集合場所：体験民宿ほっとビ
レッジ美東
参加費：中学生以上3000円
小学生以下2500円(弁当代、飲
み物代込）(小中学生、幼児
要保護者同伴）
持参物：軍手、タオル、３～
４Lの広口瓶、野外活動に適し
た服装

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/

※雨天決行

秋吉台エコツアー
～柿酢づくり～

29

日

午前：柿酢造り
自然が育んだ体に優しい柿からのプレゼント…ビ
タミン、ミネラル、ポリフェノールなどが豊富に
含まれた柿酢を造ります。
午後：干し柿造り
昔、おばあちゃんが軒に吊るしていた初冬の風物
詩です。
※エコツアーの前日、体験民宿ほっとビレッジ美
東に宿泊することができます。その場合7,500円
（１泊２食、参加費含む）になります。
※申込期限10/24(火)

美祢秋吉台カルストウォーク2017
Mine秋吉台ジオパーク、日本最大級のカルスト台
地を歩こう!!コース変更によりスタートからゴー
ルまで秋吉台上を歩いていただけるようになりま
した。エイドステーションでおいしいグルメも楽
しんでいただけます。

29

日

対象：男女小学以上(小学は要
保護者同伴)
定員：1200人
時間：9時50分～
(受付：8時30分～9時30分)
場所：秋吉台
15km(秋吉台&グルメ満喫コース)制限時間：6時間 (受付場所：秋吉台家族旅行
村)
10分
参加費：15km2300円（小中学
7.5km(秋吉台散策コース)制限時間：5時間50分
1600円）、 7.5km1600円（小
中学1000円）
※申込期限9/22(金)

美祢市観光商工部観光振興
課交流イベント推進室
(TEL：0837-52-1532)
(FAX：0837-52-1720)
(E-mail:
kankoushinkou@city.mine.l
g.jp)
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■□■□■参加者募集中■□■□■
１１月

行

事

名

環境学習講座
「角島の自然・ダルマギク観察会」
5

日 ・角島の自然環境、角島の植物に関する講義
・夢崎波の公園付近にて植物観察
・牧崎風の公園付近にてダルマギクの観察
※申込期限10/20(金)

場所・時間等
対象：一般県民(小学生につい
ては、必ず保護者の方も一
緒にお申し込みください)
定員：30名(応募者多数の場合
は抽選)
時間：10時～15時
場所：つのしま自然館・夢崎
波の公園・牧崎風の公園
集合場所：つのしま自然館
参加費：無料（昼食は各自）

連絡先

(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)

秋吉台の自然満喫～石窯でピザを作って
食べよう～

5

日

●午前中は秋吉台家族旅行村内の植物を観察しま
す。
●昼食は石窯でピザを作ります。
●午後は家族旅行村から龍護峰へ登ります。
●解散後、景清洞トロン温泉で汗を流し、疲れを
癒します。

定員：20名（先着順）
時間：9時～15時10分
集合場所：秋吉台家族旅行村
参加費：2,000円（昼食代、保
険料、トロン温泉入浴料込
み）

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/

※エコツアーの前日、秋吉台家族旅行村、ケビン
等へ宿泊することができます。その場合は、要予
約、宿泊費は別料金になります。
※申込期限9/30(土)

周南地区探鳥会（～11/12）
11

11

土

土

場所：鹿児島県出水市
出水のツルと野鳥観察、県外宿泊探鳥会、詳細は 集合場所：周南市JR徳山駅
別途。

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。

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

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

対象：小学校1年～3年生

色いろ！味あぢ！秋の子ども村(～11/12) 定員：40名(応募者多数の場合 周南市大田原自然の家
は抽選)
(0834-89-0461)

11

場所：周南市大田原自然の家
土 あぢあぢ！焼き芋大作戦！／落ち葉あつめ！色さ 参加費：6000円（食事代、バ http://www.city.shunan.ya
がし／自然のものでクラフト／自然とあそぼう
maguchi.jp/ootabara/
ス代、保険料、消耗品等）
※申込期限10/9(月)

対象：小学生とその保護者
定員：15組40人程度(応募者多
数の場合は抽選とします)
時間：10時～15時
場所：森の駅(美祢市大嶺町)
里山についての学習や山での植物との触れ合い等 参加費：無料
を通して、自然と人との関わり合いや、環境保全 （昼食： 炊き立ての白飯と海
の大切さについて親子で学んでみませんか。
苔やふりかけをご用意します
が、希望者は各自おかず等を
※申込期限10/30(月)
持参してください)

エコっこスクール２０１７
「森とふれあおう！親子で自然体験学
習」
18

土

望遠鏡1台 約3000円
申込方法：はがき、FAX、Email

（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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