自然とふれあう行事一覧表（２９年６月）
６月

1

行

事

ウォーキング自然観察会
木 7/17)

名
写真展(～

ウォーキング観察会参加者の写真展。

場所・時間等
時間：9時～16時30分(入館は
16時まで)
場所：つのしま自然館

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

野鳥写真展（～6/11）
1

木

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/

一の坂川ほたる観賞Week!（～6/7）
1

木

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
のゲンジボタルが乱舞します。
初夏の風物詩ゲンジボタルを是非ご観賞くださ
い。

山口市観光課
(TEL：083-934-2810)
http://www.yamaguchicity.jp/event/11612.html

日本初のホタル舟運航（～6/18）
1

木

場所：下関市豊田町木屋川
下関市豊田町は、日本でも有数のホタルの里とし 料金： 大人 1500円 （高校
て知られています。毎年ホタルが見頃を迎える6 生以上）、子供(5才以上～中
月に、ホタルの乱舞を両岸に眺めながら木屋川の 学生)1000円
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。

豊田のホタル舟実行委員会
(TEL: 083-766-0031)

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。

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

豊田のホタル祭り
～水と光の祭典～
3

初夏の風物詩「ゲンジボタル」が乱舞を見せ始め 時間：14時30分～21時30分
場所：ラピール・丸和豊田店
テージショー、精霊流し、ホタル観賞バス等、盛 駐車場 ほか
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、船
上から木屋川のゲンジボタルの乱舞を両岸に眺め
ながら幻想の世界へと誘います。

土 るころ、西市には100軒あまりの出店が並び、ス

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

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

豊田総合支所地域政策課
地域振興係
(TEL：083-766-1056)
http://www.city.shimonose
ki.yamaguchi.jp/kanko/fra
me/event_summer.html#toyo
ta

三隅上地区ホタル祭り

3

土

2017年で20回目を迎えます三隅上地区ホタル祭
り。昔懐かしい蛍かご作り体験や、ホタルの観察
会などが行われます。 会場内には、地域の人た
ちによるバザーが開かれます。
※小雨決行・雨天中止の場合は13時に告知放送予
定

時間：17時30分～20時30分
開催地:三隅宗頭文化ｾﾝﾀｰ(催
し物会場)
樅の木橋周辺(ホタル観察会
場)
所在地:長門市三隅上3228-1

宗頭文化センター
(TEL：0837-43-0617)
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吉部ほたるまつり
3

感動！ほたるの乱舞

土 無料でほたるのよく見える場所へご案内するほ
か、各種イベント、バザーもあります。
※雨天決行

対象：どなたでも
時間：18時～
場所：吉部ふれあいセンター
周辺
その他：会場内は駐車禁止で
す。周辺に専用駐車場を設け
ていますのでご利用くださ
い。

吉部ふれあいセンター
(TEL：0836-68-0001)

ふれあいウォーク
～幕末維新の道と昭和路地裏散歩～

4

日

幕末維新の先駆けであり松下村塾の双璧と言われ
た「高杉晋作」「久坂玄瑞」をはじめとする維新
志士の足跡を訪れ、「昭和の薫り」の残る港町の
路地裏を散策します。全行程、観光ガイドが案内
します。
下関駅→白石正一郎旧宅跡→高杉晋作終焉の地→
萩藩新地会所跡→厳島神社太鼓堂→高杉晋作療養
の地→桜山神社招魂場→了円寺→伊崎町路地→
ひょうたん井戸→下関駅解散（3.5㎞）

定員：50名
時間：9時30分～12時30分頃
集合場所：山陽本線下関駅
（9:20集合）
下関市観光政策課内
参加費：200円（保険代・ガイ 長州路観光連絡会
ド代)
(TEL：083-231-1350)
持参物：歩きやすい服装・
靴、タオル、飲み物など

※小雨決行

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

秋吉台の自然をたずねて

4

日

対象：一般（中学生以下保護
長者ヶ森周辺の自然、カッコウなど秋吉台の野鳥 者同伴）
や植物を観察し、エコミュージアムでは秋吉台の 時間：8時～12時
自然について学習します。
集合場所：長者ヶ森駐車場
山口県立きらら浜自然観察
（受付：7時30分～8時）
公園
※長者ヶ森駐車場集合、秋吉台エコミュージアム 参加費：高校生以上300円、小 (TEL：0836-66-2030)
解散です。
中学生100円（保険料）、未就
※長者ヶ森から秋吉台エコミュージアムへの移動 学児無料
は自家用車になります。
※雨天決行
※申込期限6/2(金)
対象：3歳～中学生の子どもを
含む家族
定員：10家族（応募者多数の
場合は抽選）
大豆と小麦を種まきから収穫、食べるまで家族で 場所：周南市大田原自然の家
一緒に体験しよう！とれたものでうどんや豆腐、 参加費：小学生以上650円、幼
児550円（食事代、消耗品等）
みそなどを作ってみよう！
年会費 1家族1500円（通信
（6/4、7/9、8/13、9/10、10/22、11/19）
費、保険料等）
申込方法：はがき、FAX、E※申込期限5/15(月）
mail

畑にあつまれ！育てて食べよう
～年6回シリーズ～
4

日

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/
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4

日

対象：ネイチャーゲームで自
然体験をしたい方
定員：30名
初夏のネイチャーゲーム
時間：10時～15時
場所：ハートランドひらおス
みどり豊かな公園で、ネイチャーゲームを通して ポーツレクリエーション公園
（平生町）
初夏を感じよう。
参加費：大人400円、中学生以
下300円
申込方法：電話、E-mail

サザン瀬戸シェアリングネ
イチャーの会
（運営委員長：吉原）
(TEL:090-8245-8738)
E-mail:kumiko.suchan@ezweb.ne.jp

森から始まる健やかライフ～ノルディッ
クウォーキング体験会～

4

日

定員：20人（先着順）
時間：10時～12時
開催場所：旧野谷集会所
森林セラピー基地で、森の案内人とともに、どな 参加費：500円（小・中学生
たでも気軽に楽しめ、健康増進効果の高いノル
250円 要保護者同伴）
ディックウォーキングを体験します。
持参物：散策できる服装と履
きなれた靴、リュックサック
※ノルディックウォーキングとは
（両手がフリーになるも
フィンランド発祥のフィットネスウォーキング の）、帽子、昼食、水筒、手
です。2本のポールを持って歩くと、足腰の負担 袋、タオル、雨具、（あれ
が軽減するだけでなく、効果的な全身運動にもな ば）ノルディックウォーキン
ります。
グポールなど
申込方法:電話、FAX、メール
※申込期限5/31(水）正午

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/

玉ねぎ収穫＆芋の植え付け

4

日

昨年の11月に植え付けた玉ねぎを収穫し、秋に掘
る里芋とさつま芋を植え付けます。お昼は穫
れたての野菜を使ったサラダとハヤシライスを食
べます。
※雨天時は野菜の寄せ植え体験
※申込期限5/30(火)

定員：50人程度
時間：10時～13時
場所：阿東ふるさと交流促進
センター（阿東徳佐中3628）
参加費：中学生以上700円、小
学生以下500円、3歳未満無料

阿東ふるさと交流促進セン
ター
(TEL：083-956-2194)
ＮＰＯあとう
(TEL：083-956-2526
（月曜定休）

第６回 ふしの川『あゆの日』まつり
4

あゆは河川で漁獲される重要魚種であり、遊漁者 時間：10時～15時
場所：椹野川漁業協同組合
椹(ふし)野川(のがわ)漁協は、毎年６月１日が椹 平川養魚池（平川河川公園）
野川のあゆ漁解禁日となっていることから、６月
の第一日曜日を「あゆの日」とし、ふしの川「あ
ゆの日」まつりを今年も開催します。

日 にも人気の高い魚です。

椹野川漁業協同組合
(TEL：083-922-3537)

第25回大道理ほたる観賞の夕べ（～
6/10）
9

金

時間：18時～21時
場所：大道理夢求の里交流館
大道理地区内を流れる旭川に自生するホタルを遊 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
(TEL：0834-88-1830)

カヌー遊び＆徳地和牛のバーベキュー

10

土

春の大原湖をカヌーで湖散歩、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）

初夏のつどい～海～
10

10

土

土

海にあるものを様々な感覚を使って感じてみよ
う。

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
対象：4歳以上ならどなたでも
定員：50名
時間：10時～12時30分
場所：潮風公園みなとオアシ
スゆう（岩国市）
参加費：大人300円、子ども
200円
申込方法：電話、E-mail

対象：小学生以上（小学生は
保護者同伴）
古代ロマン巡る石城山ウォーク
定員：40人（先着順）
時間：10時〜13時30分
石城山史跡めぐりやレクリエーションに参加しま 集合場所：石城山山頂駐車場
せんか。
参加費：300円
持参物：弁当、飲み物、歩き
※申込期限6/2(金)
やすい服装
※雨天中止の場合は、前日に連絡
申込方法：電話、ＦＡＸ、
メール

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

錦川シェアリングネイャー
の会
（事務局：田中）
(TEL:090-8360-4941)
E-mail:
nql16354@nifty.com

塩田コミュニティセンター
(TEL/FAX：0820-48-2602)
E-mail:
shiota.K@drive.ocn.ne.jp

手づくり ほたるまつりin俵山
～里山でたくさんのほたるを鑑賞しませ
んか？～
10

土

時間：17時～21時30分
2017年で16回目を迎える「手づくり ほたるまつ 場所：頭振川みどりの砂防公 NPO法人ゆうゆうグリーン俵
園駐車場(メイン会場)、安田
り in 俵山」。メイン会場ではビンゴ大会やバ
山
ザー、蛍の生態・俵山紹介ビデオ上映などが行わ (あんだ)地区周辺(ホタル観賞 (TEL：0837-29-5070）
れます。また、ホタル観賞会場までは無料のシャ 場所)
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。
※小雨決行・雨天中止

蛍のふる里まつり in JR渋木駅

10

土

2017年で9回目となる「蛍のふる里まつり」がJR
渋木駅で開催されます。 今年もJR美祢線に蛍ま
つり用臨時列車が運行致します。 JR利用で200円
分のまつりクーポン券が贈呈されます！ 暗くな
るまでの時間には、アコースティックライブ、フ
ラダンス、「蛍おもしろ発見教室」、出店でお楽
しみください。 また蛍を観賞できる小道では200
円でスタンプラリーを実施。 参加者全員に渋木
で採れる農産物をご用意しています。（未定）

府谷ほたるまつり
10

土
ジャガイモ掘や、夜市が楽しめます。

時間：18時～21時30分
クラブネッツ大畑
場所：JR渋木駅（メイン会
担当：荻
場）
(TEL：090-2000-4277)
〒759-4104 山口県長門市渋木

時間：18時頃～
開催地:府谷公民館前広場
岩国市錦総合支所
所在地:岩国市錦町府谷
地域振興課
交通アクセス:錦川清流線錦町 (TEL：0827-72-2110)
駅から車で15分
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長穂ほたる祭り
ほたる祭り実行委員会事務

10

土 ゲンジホタルが乱舞する莇地川や錦川河畔。長穂 場所：長穂小学校グラウンド 局（長穂公民館内）
小学校グラウンドで は各種ステージイベントや
お楽しみ抽選会、もちまき大会などが行われま
す。

(TEL：0834-88-0401)

第9回ラベンダーまつり＆ONOマルシェ
（～6/11）
10

土

夏の香りあふれるハーブ園に遊びにおいでおいで
♪
・スケッチ大会（対象：小学生以下）
・手作り作品展
・ハーブでクラフト作り
・苗の販売
・ラベンダーの摘み取り

対象：どなたでも
時間：10時～15時
場所：アクトビレッジおの
（ハーブ園およびビジターセ
ンター）

アクトビレッジおの
(TEL：0836-64-5111）
(FAX：0836-64-2800）

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

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

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
公園のヨシ原に渡ってきて、さえずっているオオ 参加費：無料（19歳以上の方
ヨシキリを観察します。雨天時は室内からの観察 は入館料200円が必要です）
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
となります。
料で貸出しいたします。
※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。

下関地区探鳥会
11

日 狗留孫山の夏鳥たち。
※悪天候中止

初夏の昆虫観察
～わくわくどきどき昆虫の生活をみてみ
よう！～

11

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、「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。
オトシブミ類やクリやウツギ類の花にくる昆虫類
を採集・観察します。

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

時間：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

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

対象：小学生(保護者同伴）
定員：20人
時間：9時30分～12時30分
集合場所：山口市鴻ノ峰糸米
川砂防公園駐車場
場所：鴻ノ峰周辺
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6/1(木)

5/11

日

対象：幼児～小・中学生の子
どもを含む家族
定員：10家族
時間：10時～15時
場所：周南市大田原自然の家
親子でふれあいながら粘土をこねて、陶芸作品を 参加費：小学生以上600円幼
作ります。釉薬のかかった本格的な焼き物ができ 500円(食事代、保険料、消耗
あがります。
品等)
※別途粘土代が必要(1kg600円
※応募者多数の場合、抽選
湯呑約2個分)
※申込期限5/29(月)
申込方法：はがき、FAX、Email

日

対象：ネイチャーゲームを通
農業に親しむネイチャーゲームの会～サ して自然を感じてみたい方な
らどなたでも
ツマイモや野菜の苗をみんなで植えよ
定員：30名
う！～
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

ねんどであそぼう！
～親子で陶芸を楽しもう！～
11

11

第7回埴生潮干狩大会
11

日
※小雨決行

ときわ湖畔ウオーク

13

火

みんなで歩くとなぜだか楽しい！
「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ォーキング
3㎞コース：白鳥大橋あたりまで往復
6㎞コース：ときわ湖一周
※少雨決行

鹿野観光ボランティアガイドと巡る「さ
さゆり・紫陽花めぐり」

16

金

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

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

時間：14時頃開始
受付時間：12時～
場所：埴生漁港東側沖
山陽商工会議所
入場料：中学生以上1,000
(TEL：0836-73-2525）
円，小学生600 円，幼児無料
その他：お持ち帰りは1 人1㎏
までです。
対象：どなたでも
時間：9時50分～12時
（受付は9時30分から開始）
集合場所：ときわ湖水ホール
参加費：無料(※ときわ公園駐
車料金が必要です。)
持参物：飲み物、タオル、帽
子、雨具、（持っていれば）
歩数計、動きやすい服装、運
動靴、駐車料金

宇部市健康福祉部 健康推進
課 成人保健係
(TEL：0836-31-1777)
(FAX：0836-35-6533)

定員：40名
時間：9時～16時頃
集合場所：山陽本線徳山駅(み
ゆき口)（8:50集合）
参加費：2500円（保険代・昼
周南市観光案内所
食代・拝観料・資料代)
(TEL：0834-22-8691)
※送迎無料

天神山公園のささゆり・二所山田神社境内のヤマ
アジサイやヤマシャクヤク、「山野草の浴」での
いろいろな種類の野草をご覧いただき、初夏の田
園風景を楽しみながら散策します。
また、漢陽寺では故重森三玲氏築庭の名園を鑑賞
していただきます。
徳山駅(みゆき口)→天神山→漢陽寺→石船温泉
持参物：歩きやすい服装・
(昼食)→山野草の浴→特産品のお買い物→徳山駅 靴・帽子、飲み物・タオルな
(みゆき口)解散(5㎞)
ど
※小雨決行

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
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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）
対象：小学生～一般
定員：40名
時間：9時30分～12時30分
みどり砂防公園内隣地の山里で、自然に自生して 集合場所：俵山スパスタジア
いるきのこを採取し名前や特徴を学ぶ。
ム駐車場
参加費：無料
※雨天決行
持参物：雨具、採取したキノ
※申込期限6/13(火)
コを入れるもの

きのこ観察会
17

土

俵山公民館

嘉年ホタル観賞会

17

土

阿武川最源流となる水源地「水出の泉」。この周
辺では、この時期になると、たくさんのホタルが 時間：18時30分～
美しい乱舞を繰り広げています。忙しい日々の
場所：阿東嘉年地区にある
中、ひと時の癒しになればと「ホタル観賞会」を 「水出の泉」
計画しました。皆様お誘い合わせのうえ、是非ご
来場ください。

阿東地域交流センター嘉年
分館
(TEL：083-958-0111)

※雨天時は嘉年分館にて実施。

秋吉台エコツアー
～柿の葉茶と苔玉づくり～

18

日

定員：20名（先着順）
時間：9時30分～15時
ビタミンCがいっぱいの柿の葉茶を作ります。新 集合場所：ほっとビレッジ美
緑の柿の葉を採取し、蒸して、干して、ハイ出来 東
上がり。
参加費：3000円(昼食代、材料
昼からは箱庭のミニ宇宙「苔玉」を作ります。 費込 / 前泊8000円：1泊2食+
あなたのお気に入りの場所に置いて、柿の葉茶を 参加料)
飲みながら、ホッとして下さい。

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)

森林セラピー山口健康登山～日暮ヶ岳～
定員：20名（先着順）
時間：10時～15時
集合場所：国立山口徳地青少
年自然の家
参加費：1000円（小・中学生
500円 要保護者同伴）
※十分な水分をお持ちください（500mlペットボ 持参物：昼食、飲み物、歩き
トル２本程度）
やすい服装、登山靴、手袋
※荒天などにより中止する場合は、当日朝7時ま （軍手）、雨具、レジャー
でに森林セラピー山口ホームページ上に掲載しま シートなど
す。
申込方法：電話、FAX、メール
日暮ヶ岳山頂からは森林セラピー基地の癒しの森
のほか、遠くまで見渡せる眺望が広がります。
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。

18

日

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6/14(水)

地質めぐり(第1回)
～長門市青海島をたずねて～
18

日

風光明媚な島として知られる青海島を船で一周
し、地質や地形の観点から観察します。
講師 今岡 照喜
（山口大学大学院創成科学研究科教授）
※申込期限6/8(木)

対象：一般県民（小学生以下
は保護者同伴）
定員：26人
時間：13時～16時
場所：長門市青海島（青海島
観光船のりば集合）
参加料：船賃実費（3,000円前
後、参加人数による）
持参物：潮風にあたってもよ
い服装、筆記用具など
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/
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天体観察教室
「春と夏の星座をみよう」

24

土

皆さんは、春と夏の際座を観察したことがありま
すか？
今回の観察会では、春と夏の星座等のついて解説
を行ったあとに、屋外で星座観察と天体望遠鏡を
使った土星などの観察をします。一緒に魅力ある
星座を観察しましょう。

対象：小学生～一般
定員：50人（先着順）
時間：19時～21時
場所：防府市立青少年科学館
ソラール
参加費：無料
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

※中学生以下は保護者同伴。
※天候不良の場合は、室内で解説のみ行います。

ますのつかみどりミニイベント（～
6/25）
24

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6/19(月)

25

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

定員：30名
時間：9時～12時
秋吉台のカタツムリ
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

日

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
りどりのトンボを観察してみましょう。（捕獲は 参加費：無料（19歳以上の方
できません。）
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)

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
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ャー
の会
（事務局：村田）
(TEL/FAX:0836-55-5631)
E-mail:
ramun@oregano.ocn.ne.jp

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
らどなたでも
梅雨のネイチャーゲームin周南2017
定員：30名
時間：10時～15時
梅雨は、自然界が最も潤いを見せる季節です。虫 集合場所：周南市西緑地公園
たちは元気いっぱい。みんな外に出て元気な虫た 万葉の森（周南市）
ちを探してみよう！
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ャー
の会
（事務局：前田）
(TEL/FAX:0834-32-1319)
E-mail:
hideo3@ccsnet.ne.jp

日

トンボ観察会
25

25

25
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■□■□■参加者募集中■□■□■
７月

行

事

名

場所・時間等

秋吉台ファミリーキャンプ２（～7/2）
～気軽にアウトドアを楽しもう～

1

土

対象：小学生以上の家族
定員：40名（応募者多数の場
合、抽選）
秋吉台の大自然の中でのテント泊や野外炊事をと 日時：7月2日13時30分～7月3
おして、自然のすばらしさや家族で活動すること 日13時
場所：山口県秋吉台青少年自
の楽しさを体感してください。
然の家
テント泊、バーベキュー、キャンプファイヤー、 参加費：19歳以上3500円、18
歳以下3000円(食事代、保険
自然散策等
代、施設使用料、その他)
申込方法：はがき、FAX、E※小雨実施（屋内にてテント泊）
mail
※申込期限6/14（水）

連絡先

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

Familyでたなばた
2

日

対象：3歳～小学生の子どもを
含む家族
山口県立大学ファミリー手作りの紙芝居や、七夕 定員：10家族
にちなんだ食事やプログラムを楽しもう。
場所：周南市大田原自然の家
申込方法：はがき、FAX、E※応募者多数の場合、抽選
mail
※申込受付期間：6/1(水)～6/22(水)

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

日

定員：5歳児以上の17家族
時間：9時～12時 (受付:8時40
分～9時)
場所：秋吉台エコ・ミュージ
エコ・ミュージアム周辺で見られる昆虫の観察を アム
行うとともに、カブトムシの掘り出しと、カブト 参加費：大人200円、子供無料
（必ず保護者同伴）
ムシの飼育方法を学びます。
服装等：野外活動のできる服
参加家族にはカブトムシの成虫をプレゼント！
装（サンダル履きは厳禁）
持参物：プラスチック製飼育
※雨天決行
ケース、雨具、虫除けスプ
※申込期限6/23(木)
レー

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

日

定員：20人（先着順）
時間：10時～12時
森から始まる健やかライフ～ノルディック 場所：旧野谷集会所
参加費：500円（小・中学生
ウォーキング体験会～
250円 要保護者同伴）
持ち物：散策できる服装と履
森林セラピー基地で、森の案内人とともに、どな きなれた靴、リュックサック
たでも気軽に楽しめ、健康増進効果の高いノル
(両手がフリーになるもの)、
ディックウォーキングを体験します。
帽子、昼食、水筒、手袋、タ
オル、雨具、(あれば)ノル
※申込期限6/28(水)正午
ディックウォーキングポール
申込方法
電話、FAX、またはメール

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/

森の昆虫教室１
～カブトムシ～
2

2

バードウォッチング入門④
～カイツブリの子育て～
9

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/

対象：小学生～一般
定員：30人（先着順）
時間：9時30分～正午
※中学生以下は保護者の方も一緒にお申し込みく 観察場所：防府市桑山
参加費：300円（別途観覧料が
ださい。
必要）

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

自然観察教室「キノコ調べ」
9

日

9/11

定員：5歳児以上の15家族
時間：9時～12時 (受付:8時40
分～9時)
場所：秋吉台エコ・ミュージ
エコ・ミュージアム周辺で見られる昆虫の観察を アム
行うとともに、クワガタムシの飼育方法を学びま 参加費：大人200円、子供無料
（必ず保護者同伴）
す。
参加家族にはクワガタムシの成虫をプレゼント！ 服装等：野外活動のできる服
装（サンダル履きは厳禁）
持参物：プラスチック製飼育
※雨天決行
ケース、雨具、虫除けスプ
※申込期限7/6(水)
レー

森の昆虫教室２
～クワガタムシ～
15

土

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

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

22

土

時間：19時30分～21時30分
土星・木星・春と夏の星座を観察します。
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。

とくさがみね自然体験プログラム
～夏のアドベンチャー教室～（～7/23）
22

土

竹クラフト、十種ヶ峰登山、野外炊事
※申込期限7/7（金）

定員：親子・一般を対象に40
人
場所：山口県十種ヶ峰青少年
自然の家
申込方法：FAX、E-mail

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

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)

秋吉台エコツアー
～草原の早朝散策を楽しもう！～
22

土

定員：24名（先着順）
時間：7時20分～13時
集合場所：秋吉台青少年自然
朝露で濡れた草原を散策して、日中とは違う夏の の家駐車場
草花の様子を観察します。
参加費：2000円（昼食代、保
険料込）(小中学生、幼児 要
駐車場→帰水→がんばり坂→真名ヶ岳（昼食）→ 保護者同伴）
駐車場
持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具
※申込期限7/17(月)

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

定員：20名
時間：9時～12時
集合場所：秋吉台青少年自然
ススキなどの草を刈り取って、たくさんの草花の の家
咲く草原をつくります。
参加費：無料
持参物、服装：帽子、履き慣
※小雨決行
れた靴か長靴、汚れてもいい
※事前申込必要
服、軍手

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：小学生、保護者、一般
定員：25名
時間：9時～13時
場所：俵山下安田麻羅観音駐
七重川を歩き、水中生物や植物を観察採取し、河 車場
川ウォークの楽しさや、危険を学ぶと共に、河川 参加費：昼食代(希望者のみ)
の健全度を学習する。
持参物：水に浸かってもいい
服装、川の中で歩きやすい履
※申込期限7/18(火)
物、着替え

俵山公民館

秋吉台お花畑プロジェクト１
22

土

雨蛇探検（七重川ウォーク）＆親子水辺
の教室
22

土
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エコっこスクール2017
～海辺の生きもの観察inつのしま～

23

日

角島の大浜海岸や豊北町の東法湾でカニや貝類な
どの生きものを観察してみませんか。
内容
・角島の自然環境の学習等
ツノシマクジラや角島の自然環境等の学習
大浜海岸の砂浜に生息するカニなどの生きもの
の観察
・海辺の生きもの観察
東法湾の岩場の潮だまりに生息する貝類などの
生きものの観察

対象：小学校4年生～6年生
定員：35人程度(応募者多数の
場合は抽選)
時間：8時15分～17時30分
場所：つのしま自然観、東法
湾（下関市豊北町）
※山口県セミナーパークに集
合しバスで移動
参加費：無料
持参物：弁当、飲み物
申込方法：郵送、FAX

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）
〒754-0893
山口市秋穂二島1062
http://eco.pref.yamaguchi
.lg.jp/learning

※申込期限7/3(月)

夏の天体教室
28

金 夏の星座や星雲の観察やデジカメで月の写真を
とってみよう。

定員：50名（どなたでも）
時間：19時～21時
場所：周南市大田原自然の家
参加費：無料

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

※申込期限7/18(月)

土

対象：どなたでも
時間：19時～21時
場所：山口県立きらら浜自然
天体望遠鏡で夏の夜空に輝く星や惑星を観察しま 公園
参加費：無料（19歳以上の方
す。星座や星の話しも楽しいですよ。
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。

土

対象：一般
定員：自由参加
時間：20時～22時
場所：県立山口博物館
参加料：無料
申込方法：はがき、インター
ネット

天体観察教室
29

土星をみる会（～7/30）
29

※雨天・曇天中止

定員：子ども先着30名（未就
学児は保護者同伴）
時間：7時～12時
早起きをして、公園内と園外で楽しく自然観察を 受付時間：6時30分～
します。
場所：きらら浜自然観察公園
おやつ、飲み物つき！
参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）
※雨天中止
服装：長袖シャツ、長ズボ
※申込期間6/29(木)～7/22(金)
ン、帽子、水筒、タオルなど

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

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

夏休み子ども早朝観察会
30

日

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