自然とふれあう行事一覧表（２９年７月）
７月
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行

事

ウォーキング自然観察会
土 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

連絡先

時間：9時～16時30分(入館は
16時まで)
場所：つのしま自然館

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

時間：19時～21時
場所：周南市コアプラザかの
駐車場
参加費：無料

鹿野公民館(周南市コアプラ
ザかの内)
(TEL：0834-68-2094)
(FAX：0834-68-3896)

星空観望～星空を楽しもう会～

1

土

鹿野地区の「周南市コアプラザかの駐車場」を会
場に、天体観察を行います。自動追尾式の望遠鏡
2台を使用して、鹿野の夜空に輝く星々を、ゆっ
くり観察します。
時には心と身体を休めて、夜空を見上げません
か？
※曇天、雨天中止

1

土

対象：どなたでも
定員：20名程度
時間：19時30分～21時
星空探偵団～木星の観察と夏の星座をみ （受付：19時～）
よう～
場所：山口県由宇青少年自然
の家
参加費：120円(施設使用料、
※雨天、曇り等で観測できない場合は、パソコン 保険料)
準備物：懐中電灯(持っている
を使ってのお話になります。
※小学校高学年向きの内容です。低学年でも参加 人)、筆記用具(必要な人)
その他：日帰りでも参加でき
できます。
ますが、宿泊もできます。家
※申込期限6/6(火)17時
族宿泊室（和室・洋室）が、
3600円で利用できます。
申込方法：電話

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

2

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1日13時30分～7月2
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）

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

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

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

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/

1/12

日

対象：3歳～小学生の子どもを
含む家族
定員：10家族
家族みんなでたなばたの素敵な思い出を作りませ 場所：周南市大田原自然の家
んか。家族でかざりを作ったり、短冊に願い事を とその周辺
書いたりする、楽しいプログラムの企画・運営を 参加費：小学生以上750円、幼
山口県立大学の学生が行います。
児600円(食事代、おやつ、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6/19(月)
mail

日

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①
時間：9時30分～12時
場所：山口県由宇青少年自然
～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6/7(水)
ター、ヘルメット（お持ちの
方）
申込方法：電話

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

日

定員：5歳児以上の17家族
時間：9時～12時
森の昆虫教室１「カブトムシ」
(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
ムシの飼育方法を学びます。
（必ず保護者同伴）
参加家族にはカブト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）
※雨天決行
持参物：プラスチック製飼育
※申込期限6/23(木)
ケース、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

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

気象教室「雨の科学」
2

日

対象：小学3年生～一般
雨の降る仕組みと集中豪雨のメカニズムについて 定員：20人
実験しながら解説します。また、防災についての 時間：13時～15時
参加費：300円(要別途観覧料)
お話も行います。

防府市青少年科学館ソラー
ル
(TEL：0835-26-5050)
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/

【講師】小﨑大成さん（下関地方気象台）

定員：32名(先着順)(8名で4回
開催)
時間：14時～15時(1回の所要
公益財団法人宇部市常盤動
アフリカの丘陵・マダガスカルゾーンのワオキツ 時間15分）
物園協会
ネザル展示エリアをウォークインしよう！
受付：動物園入口(12時～13時
(TEL：0836-21-3541)
45分)
参加料：100円(別途動物園入
※雨天中止
園料が必要)

Into the Wao(イントゥーザワオ)
2

日

困難に負けない力をつける～心の冒険
キャンプ～（全4回）

8

土

対象：小学校5年生～中学校3
年生で全日程に参加できる者
定員：24名(応募多数の場合は
自分自身を見つめ、自分の心の強み・弱みを知
り、同世代の仲間を支えたり、また支えられたり 抽選）
場所：国立山口徳地青少年自
しながら、自分の心を大きく、そして強くする
キャンプです。さあ、心の冒険にチャレンジして 然の家及びその周辺地域
参加費：小学生17941円、中学
みましょう！
第1回7/8(土)～9(日）/第2回8/6(日)～12(土) 生18571円（全4回分）
第3回11/25(土)～26(日)/第4回3/3(土)～4(日) 申込方法：FAX、郵送、メール

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

※申込期限6/16(金)

2/12

バードウォッチング入門④
～カイツブリの子育て～
9

日

水温が上がって水草が伸びてきて、淡水池の水面
を覆うようになると、カイツブリの繁殖がピーク
になります。かわいいヒナに給餌する様子など、
子育ての様子を観察しましょう。

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：小学生～一般
定員：30人（先着順）
時間：9時30分～正午
観察場所：防府市桑山
集合場所：防府市青少年科学
館ソラール
参加費：300円（別途観覧料が
必要）
その他：山道を歩ける服装・
靴でおこしください。

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

※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。

自然観察教室「キノコ調べ」

9

9

日

日

ソラール近くの桑山で色んな種類のキノコを採集
して、キノコの種類や特徴などを調べ、キノコの
不思議な魅力を体験しよう。
どのなキノコがみつかるかな！？
※中学生以下は保護者の方も一緒にお申し込みく
ださい。
※小雨決行（雨対策の準備必要）但し、荒天時に
はキノコのお話のみおこないます。

対象：小学生以上（小学4年生
以下は保護者同伴）
油谷シーカヤック体験～油谷湾で漕いで 定員：10名
みよう！～
時間：10時～14時30分
場所：山口県油谷青少年自然
銭壺山の大自然の中で、多くの子ども達が身近な の家
木工製品を製作することを通して、物を作る喜び 参加費：18歳以下150円、19歳
を感じるとともに、自然に対する理解を高め、仲 以上25歳以下200円、26歳以上
310円（施設利用料、保険代）
間とのふれあいを深めます。
準備物：昼食、飲料水、タオ
ル、帽子、濡れてもよい服装
※申込期限7/5(水)
と靴、着替え(服・靴）
申込方法：TEL,FAX,メール

山口県油谷青少年自然の家
(TEL：0837-32-1000）
(FAX：0837-32-0979）
E-mail：
yuyashizen@feelkankyo.com

周南地区探鳥会
9

日

時間：9時～12時
（集合時間：9時）
徳山動物園の新展示施設と鳥類。
場所：周南市徳山動物園
集合場所：周南市徳山動物園
飼育員さんの協力で展示鳥類の説明があります。 正面駐車場
参加費：410円（入園料）
※雨天実施

下関地区探鳥会
9

日 秋吉台の夏鳥たち
※雨天中止

萩・阿武地区探鳥会
9

日 むつみ地区伏馬山周辺の野鳥
※小雨決行

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

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)

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時30分）
場所：萩市むつみ村伏馬山地
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：0838-25-4753)

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
(TEL：08396-2-2622)
http://www.cable.ne.jp/~mitou14/index.html

3/12

対象：小学3年生～6年生
定員：20人
時間：7/15 9時～7/16 16時
場所：長谷交流館（岩国市）
異年齢の仲間と一緒に、郷土の歴史に触れるキャ 参加費：7000円
ンプを体験します。
申込方法：電話、E-mail

わくわく歴史探訪サマーキャンプ～7/16
15

土

ONSEN・ガストロノミウォーキング IN 長
門・俵山温泉
～農家の縁側に腰掛けて、風・土・水・
木…自然と自分を同調（シンクロ）させ
てみる～
15

土 目の前に鎮座する山の神からのエネルギーを感
じ、ゆっくりと流れる里山の時間に「癒され
る」”食”と”ウォーキング”。里山で心をリ
セットしたら、次は俵山温泉の「回復力」。溶存
水素の還元作用が”リウマチの名湯”と言わしめ
た西日本屈指の湯治場。身体の隅々まで染み入る
ような湯治力で身体もリセット。ここは山口県長
門市俵山。里山の「癒し力」と温泉の「回復力」
を堪能できる、ガストロノミウォーキングです。

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

対象：一般(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。)
定員：120人
時間：10時～15時
一般財団法人長門市観光コ
場所：熊野神社横駐車場
ンベンション協会
参加費：3500円
(TEL：0837-22-8404)
持ち物：歩きやすい服装、
靴、帽子、飲み物。
その他：市外の方は必ず俵山
温泉の旅館に宿泊することが
参加条件となります。

2017サンセットビーチランHikari
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16

土

対象：15歳以上（中学生は不
可）
定員：総勢200人（先着順）
受付：16時20分～17時
(光市勤労者体育センター東側
駐車場)
開会式：17時15分～
スタート：17：50(個人の部)
18：00頃(団体の部)
参加費：個人の部 1,000円／
コース：虹ケ浜海岸、砂浜片道500mの直線コース 団体の部 1チーム4,000円
を折り返し
参加資格：体力に自信のある15歳以上の男女(中
学生の参加は不可）
西日本屈指の海水浴場で、光市を象徴する白砂青
松の海岸である虹ケ浜海岸でランニングイベント
を開催します。夕日に染まった海岸を走り、虹ケ
浜海岸の美しさを眺めながら、自らの体力の限界
にチャレンジするとともに、爽快さと灼熱の過酷
さをたっぷり味わえる魅惑のイベントにご参加く
ださい。

生命を感じるネイチャーゲームの会
日 ～夏を駆け抜ける″いのちたち″に会い
に行こう！～

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人
時間：10時～15時30分
場所：宇部ときわ湖畔ユース
ホステル（宇部市）
参加費：300円
申込方法：電話、FAX、E-mail

光市教育委員会体育課
(TEL：0833-74-3605)
メール：
taiiku@edu.city.hikari.lg
.jp

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)

第15回ゆうすげ祭り

17

月

県内有数の「ゆうすげ」の群生地として有名な
「船平山」。その開花を待ちながらのイベントで
時間：15時～
す。
場所：船平山
草そりすべり大会、キャタピラ・ゲーム、船平山
ゆうすげ演奏会（アルペンホルン、リコーダー演
奏）、特産品販売 等

NPOあとう（あとう観光協
会）
(TEL：083-956-2526)

※雨天中止

夏休みは工作教室！（～8/31)
21

金

時間：14時～15時
場所：きらら浜自然観察公園
開園日は毎日工作教室を行います。メニューは週 参加費：無料（19歳以上の方
替わりです。14時開始で、遅れての参加はできま は入館料200円が必要です）
せん。

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

4/12

21

金

対象：防府市内小学4・5・6年
生
定員：40名
2017ユネスコサマーチャレンジスクール 時間：7時40分～17時
場所：国立山口徳地青少年自
自然に親しみ、社会性やたくましい実践力を養う 然の家
参加費：5000円
とともに国際平和・人類愛について学ぶ。
持参物：水筒、洗面用具、軍
手、筆記用具、雨カッパ、虫
※申込期限6/15(木)～定員になり次第
除けスプレー、パジャマ等、
着替えの下着等、タオル、医
者からもらっている薬

防府ユネスコ協会事務局
月・木
(TEL：0835-26-6851）
http://www.unesco.jp/hofu
/

理科自由研究の進め方教室

21

金

自由研究のテーマ設定や研究の進め方を体験活動
をとおして学びます。
第1回 9:30～11:30
第2回 13:30～15:30
※各回とも同じ内容です。いずれかの回に参加し
ていただきます。

対象：県内小学生(3年生以上)
（保護者同伴に限る）
定員：各回とも児童20名（応
募者多数の場合、抽選）
場所：県立山口博物館 別館
参加費：無料
持参物：筆記用具

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

対象：県内小学生(3年生以上)
（保護者同伴に限る）
定員：各回とも児童20名（応
募者多数の場合、抽選）
場所：県立山口博物館 別館
参加費：無料
持参物：筆記用具

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

※申込期限6/29(木)

理科自由研究の進め方教室

22

土

自由研究のテーマ設定や研究の進め方を体験活動
をとおして学びます。
第3回 9:30～11:30
第4回 13:30～15:30
※各回とも同じ内容です。いずれかの回に参加し
ていただきます。
※申込期限6/29(木)

とくさがみね自然体験プログラム②
～夏のアドベンチャー教室～（～7/23）
22

土

定員：親子・10家族40人程度
場所：山口県十種ヶ峰青少年
自然の家
十種ヶ峰で家族の思い出をつくろう！
参加費：2700円(26歳以上)、
竹の水鉄砲作り、野外炊事、十種ヶ峰登山、常設 2500円(19歳以上25歳以下)、
テント泊
2400円(19歳未満）
申込方法：FAX、E-mail
※申込期限7/7（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→ききょうが原→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

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。

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

5/12

秋吉台お花畑プロジェクト１
～草原の草刈りによって、生物の多様性
を高め、保全するとりくみ～

22

土

昔から、草刈りが続けられてきた秋吉台。しかい
最近は、草を刈る人がめっきり少なくなりまし
た。草原の草を刈ると、太陽の光が地面近くまで
ふりそそぎ、その光をたっぷりと受けた多くの野
草が秋には、たくさんの花を咲かせます。野花咲
き乱れ、チョウや花蜂がたくさん飛びまわる里山
の草原を自分たちの手で作りませんか。いざ！秋
吉台へ。

対象：小学生以上
定員：30名
時間：9時～12時
集合場所：秋吉台青少年自然
の家
参加費：無料
持参物、服装：帽子、履き慣
れた靴か長靴、汚れてもいい
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

※小雨決行
※事前申込必要

22

土

対象：小学生、保護者、一般
定員：30名
「七重川ウォーク」生き物探検
時間：9時～13時
場所：俵山下安田麻羅観音駐
七重川（木屋川）を歩き、水中生物や植物を観察 車場
採取し、河川ウォークの楽しさや、危険を学ぶと 参加費：200円
共に、河川の健全度を学習する。
昼食代：450円(希望者のみ)
持参物：水に浸かってもいい
※申込期限7/19(水)
服装、川の中で歩きやすい履
物、着替え

角島・海辺の教室
22

岩場と砂場の生き物を採取し比較します。

土 夏休みの思い出に家族で参加しませんか。
※申込期限7/20日(木）

定員：30名(先着順)
時間：9時30分～15時
場所：角島、黒瀬海岸及び大
浜海岸
参加費：200円(保険料、資料
代等。中学生以下は無料、保
護者同伴)
申込方法：はがき、FAX、電話

俵山公民館
(TEL：0837-29-0063)

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

定員：20人
時間：8時30分～11時30分
場所：余田小学校
余田小学校周辺に自生する草花を観察し、採集・ 参加費：無料
標本作成の仕方を学ぶ。
持ち物：ビニール袋、はさ
み、根ほり、筆記用具、虫除
※申込期限6/28(水)
けスプレー、お茶

柳井市教育委員会学校教育
課
(TEL：0820-22-2111)

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、ナスを収 組)
時間：午前の部 10時～12時
穫しよう！
午後の部 13時30分～
収穫した野菜はお持ち帰りいただけます。
15時30分
※7/22が雨天の場合、7/23に順延。7/23が雨天の 場所：山口県セミナーパー
ク、セミナーパーク近くの契
場合中止
約農地
※定員を超えた場合、抽選
参加費：1組500円
※申込期限7/6(木)必着
申込方法：はがき

(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/)

植物観察会
22

土

ふれあい農園教室～夏の収穫体験～

22

土

里山体験交流活動
～環境学習・水生動植物観察～
22

土

定員：60名
時間：9時～
場所：岩国市美川町"美川ムー
水辺周辺や水中動植物から水質等を観察し、水の バレー親水公園内"
参加費：2000円
循環学習により環境への配慮、意識の向上を図
持参品：水が吸収しにくい長
る。
袖・長ズボン、脱げにくい
靴、着替え、タオル、暖かい
飲み物など
※申込期限7/14(金)

周東里山の会
事務局 中原
(TEL：0827-84-0971)又は
(TEL：090-3172-8573)
http://www.shutosatoyama.com

6/12

対象：幼児～小学生とその家
族
定員：午前の部、午後の部
各30名
時間：午前の部 9時～12時
午後の部13時～16時
銭壺山の大自然の中で、多くの子ども達が身近な 場所：山口県由宇青少年自然
木工製品を製作することを通して、物を作る喜び の家
を感じるとともに、自然（木工）に対する理解を 経費：材料費1000円(1作品に
高め、仲間とのふれあいを深めます。
つき)、120円(保険料、施設使
夏休みの宿題対策に最適です。
用料)
準備物：(あれば持参)金づ
※応募者多数の場合、抽選
ち、くぎ抜き
※申込期限6/27(火)
(服装)木工作業に適した服装
申込方法：電話

夏休みトンカチ木工教室①
～トンカチを使って、手作りの木工作品
を作ろう～
22

土

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)

昆虫に大接近！～世界の昆虫とときわ公
園の昆虫～（～8/31）

22

土

見て、触って、学習する昆虫展
世界の珍しい昆虫の標本や生体を展示し、昆虫の
形態の違いなど、多様性について学ぶことができ
る。ときわ動物園で行っている昆虫調査のパネル
展示や標本展示、実際にカブトムシに触ることが
できる昆虫ふれあいコーナーで、ときわ公園の自
然や昆虫について親しもう！ そのほかにも、昆
虫に関連するワークショップも実施。

時間：9時30分～17時
場所：ときわ動物園 体験学
習館モンスタ
宇部市常盤動物園協会
その他：入場料：100円（小学
(TEL：0836-21-3541)
生以上）

※火曜日休館（8月15日は開館）

『あさり姫プロジェクト＠椹野川河口干
潟』～自然の大切さを学び、あさり姫を
育てて、干潟の」”あさり再生活動”を
応援しよう～

22

土

定員：15組（小学生以下は保
護者同伴）
時間：10時～14時30分
場所：きらら浜自然観察公
園、椹野川河口干潟（南潟）
竹を工作し、竹筒の中であさりを育てる『あさり ※きらら浜自然観察公園で作
姫プロジェクト』を開催します！
業後、自家用車で干潟に移動
「干潟の生き物観察会」も同時開催！ 小学校の 参加費：1人700円(飲み物代、
夏休みの自由研究にもオススメです♪
傷害保険料等)
自然や生き物が好きな方、豊かな干潟を目指す ※大人は別途入園料200円が必
活動を応援したい方のご参加をお待ちしていま
要
す！
その他：昼食をご持参くださ
い。
※雨天の場合は、7/23(日)に延期
※申込期限7/14(金)

宇部地区探鳥会
22

土 カワウ、サギのコロニーとねぐら入り観察会
※雨天中止

椹野川河口域・干潟自然再
生協議会
事務局 山口県自然保護課
(TEL：083-933-3060)
(FAX：083+933-3069)

時間：17時30分～19時30分
（集合時間：17時30分）
場所：山口市秋穂二島
集合場所：山口市秋穂二島幸
崎公園駐車場(周防大橋東側)

日本野鳥の会山口県支部
宇部地区
担当：渡邉
(TEL：090-9739-7992)

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

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
※申込期限7/3(月)

7/12

海辺の生き物観察会
23

日

定員：20人
時間：13時～15時
阿月海岸に生息する海辺の生き物を探して、観察 場所：柳井市阿月海岸
する。
持参物：ビニール袋、磯おこ
し、筆記用具、お茶
※申込期限6/28(水)

昆虫教室
「ムシムシ探検隊！」inやまぐちフラ
ワーランド
23

日

※1家族につき、クワガタペア（オス・メス）プ
レゼント♪
※要事前予約
※申込期限7/16（日）

星空観察会in星の見える丘工房
24

月 ・映像で星の学習

・天体望遠鏡で土星などの観察
※申込期限6/28(水)

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。

※申込期限7/17(月)

柳井市教育委員会学校教育
課
(TEL：0820-22-2111)

対象：5歳以上のお子様とその
家族
定員：各回12組（先着順）
時間：①9時30分～12時②13時
30分～16時
場所：やまぐちフラワーラン
ド研修室・庭園
料金：無料（別途入園料が必
要です）
持ち物：筆記用具、虫よけス
プレー、外に出る服装、飼育
ケース

やまぐちフラワーランド
(TEL：0820-24-1187)
http://www.flowerland.or.
jp

定員：20人
時間：19時30分～21時
場所：星の見える丘工房
参加費：無料
持参物：虫除けスプレー、双
眼鏡(ある人)

柳井市教育委員会生涯学
習・スポーツ推進課
(TEL：0820-22-2111)

対象：どなたでも
定員：50名
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
(TEL：0834-89-0461)
http://www.city.shunan.ya
maguchi.jp/ootabara/

対象：柳井市内小学校児童と
その保護者
定員：50組
川の中の生物を親子で川に入って採取・観察し、 時間：9時30分～11時30分
場所：日積川・岩花橋付近
生きものと川の汚れの関係について学習する。
（柳井市日積）
参加費：無料
※雨天中止
持参物：サンダル、帽子、筆
※申込期限7/14(金)
記用具、タオル等

柳井市市民生活課
(TEL：0820-22-2111
内線165・166）

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
明りの少ない園内で、天体望遠鏡を使って夏の夜
公園
空に輝く星や惑星を観察します。星座や星の話し
参加費：無料（19歳以上の方
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。

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

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

親と子の水辺の教室
28

金

天体観察教室
29

土星をみる会
29

※雨天・曇天中止

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

親と子の水辺の教室
29

土

対象：小学生と保護者
定員：40名程度
寝たろう公園ゆめ広場内にある川で水生生物を捕 時間：9時～12時10分
まえ、水のきれいさを調べる。
場所：厚狭地区複合施設
参加費：無料
※厚狭地区複合施設から寝たろう公園までは、参 持参物：ビーチサンダル（長
加者の自家用車で移動
靴可）、筆記用具
※申込期限7/23(日)

山陽小野田市環境調査セン
ター
(TEL：0836-83-3808)

8/12

日

対象：小学生（未就学児は保
護者同伴）
定員：30名（先着順）
ちょっと早起きをして、園内と隣の干拓地の自然 時間：7時～10時
を観察してみよう！園外では昆虫採集も行いま
受付時間：6時30分～
す。
場所：きらら浜自然観察公園
ビジターセンター
※雨天中止
参加費：無料（19歳以上の方
※昆虫採集できます。持って帰りたい人はカゴを は入館料200円が必要です）
持参してください。
服装：長袖シャツ、長ズボ
※申込期間6/29(木)～7/28(金)
ン、帽子、水筒、タオルなど

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

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
定員：30人
夏のネイチャーゲームの会
時間：10時～12時30分
場所：長府関見台公園（下関
関見台で、ネイチャーゲームを楽しみましょう。 市）
参加費：大人300円、中学生以
下200円
申込方法：電話、FAX、E-mail

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)

夏休み子ども早朝観察会

30

30

サバイバルに挑戦しよう！火おこし

30

日

定員：10組(先着順)
場所：ふれあいぱーく大原湖
原始的火おこし「舞きり式発火法」
キャンプ場 特設会場
グループ協力して、火をおこし、バーベキューを 参加料：2500円(食材・材料費
楽しみましょう。
代)
持参物：軍手(火おこし器です
※複数人で協力して楽しむイベントとしました。 べらないように皮手袋が望ま
親子、夫婦、カップル、グループなどでお申込み しい)、野外炊事のできる服装
ください。
多少の食材も持ち込み自由です。
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

土星をみる会
30

日
※雨天・曇天中止

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

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

親子で作る！夏休み竹細工教室

30

日

対象：小学生の親子
定員：10組(先着順）（午前の
子どもはオットセイ、保護者は日本人形
部5組、午後の部5組）
(公財）光市文化振興財団
【講師】相本賢治(光市）
時間：10時～12時、13時～15
光ふるさと郷土館
時
(TEL：0833-78-2323)
参加費：300円（材料費）
※7/15より電話受付開始！先着順です。定員にな 申込方法：電話
り次第受付を終了致します。

■□■□■参加者募集中■□■□■
８月

行

事

夏の昆虫採集と標本作り
5

土
※応募者多数の場合、抽選
※申込期限7/26（水）

名

場所・時間等
対象：小学生
定員：20名
時間：9時30分～12時30分
場所：県立山口博物館
参加費：無料

連絡先

県立山口博物館
(TEL：083-922-0294)
http://www.yamahaku.pref.
yamaguchi.lg.jp/
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ツバメのねぐら入り観察会
5

土

時間：18時～19時30分
場所：きらら浜自然観察公園
夕方、ヨシ原にねぐら入りする数万羽のツバメを 参加費：無料（19歳以上の方
観察します。
は入館料200円が必要です）
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
※雨天延期（雨天の場合は8/19 に実施）
料で貸出しいたします。

勾玉を作ろう！
6

日
※応募者多数の場合、抽選
※申込期限7/27(木)

秋吉台エコツアー
～秋吉台の地学観察と探検～
6

日

観光路沿い探検コースと琴ヶ淵本洞を往復
●午前のコース:: 正面入り口～青天井～六地蔵
～開山の行場～高桟敷～千畳敷～エレベーター
●午後のコース:: エレベーター～須祢山付近の
支洞～琴ヶ淵～正面入り口
※申込期限7/1(土)

対象：一般
定員：30名
時間：13時30分～15時30分
場所：県立山口博物館
参加費：無料

定員：6～7名若しくは2家族
（先着順）
時間：9時30分～16時
集合場所：秋芳洞観光セン
ター１階
参加費：3,500円（入洞料・保
険料込み）
持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具

県立きらら浜自然観察公園
(TEL: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/

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

ワイルドに行こうぜ！
夏の子ども村（～8/10）
8

火

対象：小学3年生～5年生
定員：40名
山から切り出した竹での食器作り、火を起こして 場所：周南市大田原自然の家
魚を焼く、川遊び、キャンプファイヤー等をワイ 参加費：7900円（食事代、バ
ルドに楽しもう！
ス代、保険料、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7/18(火)

秋吉台チャレンジキャンプ～君のがんば
る姿は美しい！～（～8/12）

10

木

大自然の中での活動で、豊かな心を培い、初めて
出会った仲間との共同生活でコミュニケーション
能力を高める。また、2泊3日のキャンプを体験す
ることで耐える心や頑張る心を培い達成感を体感
する。
※募集定員を超えた場合は抽選となります。
※申込期限7/19(水)

対象：小学校5年生・6年生
定員：30名
時間：8月10日10時～8月12日
13時30分
場所：山口県秋吉台青少年自
然の家
参加費：5500円(食事代、保険
代、入洞料、シーツ代等）
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/

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

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

12

土

ペルセウス座流星群、天の川、土星を観察しま
す。一押しの天文イベントです。徳地で感動的な
夜を過ごしてみませんか。
途中参加・途中退室が可能です。ご家族・グルー
プでのお申込み大歓迎！

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）

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

※荒天の場合は、室内で「星の話」や「星座早見
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。
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流れ星観察会

12

土

時間：19時～21時
場所：きらら浜自然観察公園
駐車場
参加費：無料
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：小学生～一般
定員：50人（先着順）
時間：19時～21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
ださい。
ラール
※天候不良の場合は、室内で解説のみ行います。 参加費：無料

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

ペルセウス座流星群を観察します。当日は流星群
が一番活発になる日です。集合、観察場所は
公園駐車場のため入館料は不要です。
※主催は宇部天文同好会。公園との共催行事で
す。
※雨天中止

天体観察教室「夏の星座をみよう」
12

土

バードウォッチング入門⑤
～サギを観察しよう～
13

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。

のびのびいきいき自然児キャンプ（～
8/19）
～カヌーで湖を大ぼうけん！～
13

日

対象：小学5年生～中学2年生
定員：16名
菅野湖の雄大な自然を舞台に人と自然と火にじっ 場所：周南市大田原自然の家
くり向き合う長期キャンプです。
参加費：16000円（食事代、保
カヌーの旅、たき火、ダッチオーブン料理、魚釣 険料、消耗品等）
りなどなど。
申込方法：はがき、FAX、Email
※応募者多数の場合、抽選
※申込期限7/3(月)

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

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

葉脈標本を作ろう！
19

土

対象：小・中学生を中心に一
般（小学生は保護者同伴)
身近な植物の葉を用い、葉脈標本を作製すること 定員：20名
で、植物の葉の構造や仕組みについて学習しま
時間：13時30分～15時30分
す。
集合場所：県立山口博物館
参加費：無料
※申込期限7/14(木)

秋吉台元気キッズキャンプ～新しい友達
を作ろう！～（～8/23）
大自然の中での活動で、豊かな心を培い、初めて

22

火 出会った仲間との共同生活でコミュニケーション
能力を高める。また、親元を離れてのキャンプ体
験で頑張る心や自立心を培い、達成感を味わう。
※募集定員を超えた場合は抽選となります。
※申込期限8/2(水)

七夕の星空を見る会
27

日
※雨天・曇天中止

対象：小学校3年生・4年生
定員：30名
時間：8月22日10時～8月23日
13時30分
場所：山口県秋吉台青少年自
然の家
参加費：3000円(食事代、保険
代、入洞料、シーツ代等）
申込方法：はがき、FAX、Email

対象：一般
定員：自由参加
時間：19時30分～21時30分
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

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

県立山口博物館
(TEL：083-922-0294)
http://www.yamahaku.pref.
yamaguchi.lg.jp/
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七夕の星空を見る会
28

月
※雨天・曇天中止

対象：一般
定員：自由参加
時間：19時30分～21時30分
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

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