自然とふれあう行事一覧表（２９年１２月）
１２月

行

事

名

場所・時間等

対象：3才～小学校の子どもを
含む家族
定員：10家族
時間：9時30分～15時
自然の中で見つけたステキな素材を使ってリース 場所：周南市大田原自然の家
参加費：小学生以上650円、幼
を作ろう。
児550円（食事代、保険料、消
耗品等）
※11/1(水)募集開始
申込方法：はがき、FAX、Email

自然となかよし♥ネイチャークリスマス
リース作り
2

2

土

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/

土

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
初冬のネイチャーゲームin周南２０１７ らどなたでも
定員：30名
ネイチャーゲームの他、ネイチャークラフトも実 時間：10時～15時
集合場所：周南市西緑地公園
施します。
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

日

時間：9時30分～12時
場所：旧野谷集会所（山口市
徳地野谷1842）
定員：20名（先着順）
参加費：500円（小中学生250
円※要保護者同伴）
持参物：散策できる服装と履
きなれた靴、リュックサック
（両手がフリーになるも
の）、帽子、昼食、水筒、手
袋、タオル、雨具、防寒着、
（あれば）ノルディック
ウォーキングポールなど
申込方法：電話、FAX、E-mail

森の案内人の会
(山口市徳地農林振興事務所
内）
(TEL：0835-52-1122)
(FAX：0835-52-1301）
E-mail：tknourin@city.yamaguchi.lg.
jp
http://www.shinrintherapy-yamaguchi.jp/

対象：小学生とその保護者の
方
定員：小学生30名(先着順)
時間：10時30分～12時
場所：きらら浜自然観察公園
参加費：無料（保護者の方は
入館料200円が必要です）
申込方法：電話、FAX

山口市環境政策課
(TEL:083-941-2180)
(FAX:083-927-1530)

時間：9時30分～12時
場所：周南市大字八代
集合場所：周南市ツルいこい
の里交流センター駐車場
集合時間：9時30分

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

森からはじまる健やかライフ
～ノルディックウォーキング体験会～

3

連絡先

森林セラピー基地で、森の案内人の指導の下、健
康増進効果の高いノルディックウォーキングを体
験します。
ノルディックウォーキングは、2本のポールを使
い、全身の筋肉の90％以上を使います。どなたで
も楽しめ、近年普及が進んでいるスポーツです。
※申込期限11/30(木)

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

「野鳥の教室」

3

日

「野鳥の教室」は、野鳥の観察をとおして、自然
環境や動植物の生態系について、楽しく学ぶ場で
す。スタッフと一緒に双眼鏡で野鳥を観察した
り、自然の素材を使った工作教室に参加しません
か?親子でふるってお申し込みください。
※雨天時は屋内での活動のみ
※事前期限11/24（金）

周南地区探鳥会
3

日 八代のツル観察
※雨天中止

クリスマスリースを作ろう
3

日

自然散策（木の実探し）、クリスマスリース作
り・つる籠編み
※申込期限11/17（金）

時間：9時30分～15時
対象：親子・一般
定員：30人
場所：山口県十種ヶ峰青少年
自然の家
参加費：26才以上400円、19才
以上25才以下350円、19才未満
300円（施設使用料（19才以
上）、保険代、材料費等）
申込方法：FAX、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@c-able.ne.jp
http://www.cable.ne.jp/~seed-10

大きな月を見よう!
3

日

定員：自由参加
時間：17時～19時
大きな満月を県内最大の屈折望遠鏡で見よう！
対象：一般県民（中学生以下
は保護者同伴）
※雨天、曇天中止
場所：県立山口博物館屋上お
開催の可否は開始時刻のおおむね3時間前の天候で よび天体観測室
決定し、山口博物館のホームページでお知らせし 参加費：無料
ます。

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

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

9

9

土

土

時間：19時～21時
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
秋の星座・明るい冬の星たちを観察します。
参加費：無料（宿泊、食事注
途中参加・途中退室が可能です。お気軽にどう
文は別途必要）
ぞ！
持参物：懐中電灯、レジャー
※荒天の場合は、室内で「星の話」や「星座早見 シート、長袖・長ズボン、防
寒着
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 申込方法：電話、E-mail
絡ください。

定員：20名
木工教室
時間：10時～12時
～松ぼっくりでクリスマスツリー作り～ 対象：小学3年生～6年生
場所：山口森林ふれあいセン
松ぼっくりを使ってクリスマスツリーを作ります ター
参加費：500円
※申込期限12/1（金）必着
申込方法：はがき

木育環境キャンプ
～森のひみつ探検隊～(～12/10）
9

土
※申込期限11/26(日）

対象：小学4年生～5年生
定員：40名（応募者多数の場
合は、抽選）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：2600円（食事代、
シーツ洗濯代、保険代、教材
費等）
持参物：野外で活動できる服
装、山に入るのに適した靴又
は長靴、着替え、防寒着、帽
子、軍手、懐中電灯、カッ
パ、水筒、洗面用具、タオル
（バスタオル含む）
申込方法：郵送、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)

山口市農林政策課
(TEL:083-934-2819)
(FAX:083-934-2651)
申込先
山口森林ふれあいセンター
〒753-0211
大内長野1978番地
(TEL：083-927-2039）

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

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～
10

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12/9(土)

秋吉台エコツアー
～秋吉台山焼き火道切り～

10

日

定員：20名（先着順）
時間：9時～13時30分
集合場所：体験民宿ほっとビ
レッジ美東
参加費：1500円（昼食代、飲
み物代込/前日宿泊可7500円）
(小中学生、幼児 要保護者同
伴）
持参物：野外活動・ウォーキ
※参加者ご自身の車で林道を移動していただきま ングに適した服装、靴、雨具
す。
早春の風物詩"秋吉台山焼き"。
山焼き時に隣接する山林の延焼を防ぐ防火帯を作
る作業「火道切り」です。
草刈り機、石灰岩周辺は鎌で草を刈り、刈った草
を内外に持ち運ぶ作業後、ドリーネ畑で農作物収
穫体験を行います。

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1/5(金)

バードウォッチング入門⑨
～変身したカモ～
10

日

時間：10時～12時
場所：きらら浜自然観察公園
きれいな繁殖羽に変わったカモを観察し、求愛の 参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）
様子を観察します。
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
10

日

深坂溜め池付近の野鳥たち、13時30分から深坂自
然の家森の家で下関地区総会
※雨天中止

美祢地区探鳥会
10

日 秋吉台林縁部の冬鳥観察
※雨天中止

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

時間：9時00分～12時
場所：下関市深坂溜め池付近
集合場所：下関市JR山陽新幹
線西口
集合時間：9時

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

時間：8時30分～12時
場所：美祢市秋芳町秋吉台家
族旅行村
集合場所：美祢市秋芳町秋吉
台家族旅行村駐車場
集合時間：8時30分

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

クリスマスリース作り

10

10

10

日

参加対象：小学生以上（小学
生は保護者同伴）
クリスマスを前に、オリジナルのリースを作りま 定員：20名
す。
時間：9時～12時
いろいろな材料を使って飾り付けます。材料の組 場所：秋吉台エコ・ミュージ
み合わせによってはお正月飾りもできます。
アム
参加費：一人 300円
※雨天決行
※定員になり次第締め切り

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：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、抽選)
エコっこスクール2017
時間：9時～16時
「親子で学ぼう!秋吉台の自然環境と動物 場所：秋吉台エコ・ミュージ
アム（美祢市美東町）、景清
観察」
洞（美祢市美東町）、秋吉台
秋吉台の自然環境の学習や景清洞の鍾乳石等の観 自然動物公園サファリランド
察、動物の生態等の学習や飼育施設の見学、えさ の動物ふれあい広場（美祢市
美東町）
やり体験などをしてみませんか。
※秋吉台エコ・ミュージアム
に集合し、自家用車で移動し
※申込期限11/20(月)
ます。
参加費：無料（昼食各自)
申込方法：はがき、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

木工工作教室
日 「トコトコ歩くサンタクロース」
※事前申込必要

「サンタのお家作り」体験講座
10

日 サンタのお家の模型を作ります。
※11/18（土）募集開始

11

月

森の手作り教室～モダンなしめ飾り～
（12/12）

対象：小学生と保護者のペア
定員：20人（先着順）
時間：13時～15時
場所：防府市青少年科学館ソ
ラール
参加費：300円
※別途観覧料が必要です。

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：各回12名（先着順）
時間：午前の部：10時～12時
午後の部：13時30分～
15時30分
場所：山口ふるさと伝承総合
センター
参加費：1,000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）

対象：どなたでも
定員：30人(先着順)
時間：10時30分～15時
（集合：10時20分）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：1,000円（食費・教材
費・お茶代）
持参物：持ち帰り用袋
※しめ縄を座って編みますの
でズボンでお越しください。
申込方法：電話、FAX、E-mail

国立山口徳地青少年自然の
家 事業推進係
(TEL：0835-56-0113)
(FAX：0835-56-0130)
E-mail：tokujisuishi@niye.go.jp

ミニ門松を作ろう

15

金

※竹、葉牡丹、南天、水引一式はご準備しており
ます。
※レストランのご利用は、2週間前までにご注文く
ださい
※申込受付期間：11/15(水)～11/19（日）17時ま
で
（参加者が定員に達していない場合は、受付期間
終了後も先着順で受け付けます）

定員：20名(応募者多数の場
合、抽選）
時間：10時～14時30分
場所：山口県由宇青少年自然
の家（ふれあいパーク）
参加費：材料代380円、施設使
用料・保険料120円
持参物：門松に飾るもの（個
人的に飾りたいもの）、あれ
ばのこぎり（使い慣れたも
の）、昼食
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）
担当：多中
(TEL：0827-63-1513）

クリスマスリースを作ろう
16

16

土

土

定員：各30名(先着順）
時間：午前の部10時～12時
☆手作りリースで楽しいクリスマス
午後の部13時30分～15
自然の素材を使って世界にひとつだけのリースを 時30分
場所：きらら浜自然観察公園
作りましょう♪
参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）
※申込期間11/16（木）から

対象：小学1年～4年生までの
お子さんとその家族(兄弟、姉
家族で食キャンプ
～家族でホッとなひとときを～(～12/17) 妹の未就学児のお子さんも参
加可能)
定員：各回50名程度（全家族
第1回12/16日(土)～17日(日）
で）(応募者多数の場合は、抽
第2回1/20日(土)～21日(日)
選）
時間：10時～翌日15時
みんなのこころがホッとする、そんなひとときを 場所：国立山徳地青少年自然
すごしませんか？
の家
参加費：大人3020円、小学生
※応募期限：第1回12/4（月）、第2回1/6（月） 2960円、未就学児2520円（食
事代、シーツ洗濯代、保険
代、材料費等）
申込方法：郵送、FAX、E-mail

県立きらら浜自然観察公園
(TEL 0836-66-2030)
(FAX 0836-66-2031)
http://kirara-h.com/

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

正月を迎える家族のつどい

17

日

家族で協力し合い、楽しみながら正月を迎える準
備をすることで、家族の絆をより一層深めません
か。
午前：①ミニ門松②しめ飾り
午後：③羽子板④こま(家族で手動ろくろを使って
作ります。高学年向き)
午前と午後の作業内容を家族ごとに選択できます
※申込期限11/27(月)必着

雪の結晶をつくろう!
17

日

山口市内で開催される「日本のクリスマスは山口
から」のイベントの一環として、ドライアイスを
使った雪の結晶づくりや、ミョウバンの結晶成長
の観察を行い、科学への興味・関心を高めます。
※申込期限12/7(木)必着

対象：小～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）
時間：9時30分～16時
場所：周南市大田原自然の家
参加費：一人700円（食事代、
保険料、消耗品等）
申込方法：はがき、FAX、Email
対象：一般（小学生以下は保
護者同伴）
定員：20名(希望者多数の場合
は、抽選)
時間：13時30分～15時
(受付は13時から）
場所：県立山口博物館 別館2
階講座室
参加費：無料
申込方法：はがき、ホーム
ページ

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/

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

クリスマスネイチャーゲームの会
～野外でパーティー!保護者感謝デー!～
17

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
午前中、子どもたちは野外料理に挑戦します。大 定員：30名
時間：10時～15時30分
人の方はネイチャーゲームで自然とふれあいま
集合場所：ときわ少年キャン
す。午後からは、子どもも大人も一緒にネイ
プ場（宇部市）
チャーゲームを楽しみます。
参加費：800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

森林セラピー山口健康登山
～火の山連峰～

17

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。
12月は、山口市秋穂の「火の山」「陶ケ岳」の連
山を歩きます。
歩行距離は一周約5.0㎞、標高差約300mです。ペー
スはゆっくりの方に合わせます。初めての方もお
気軽にご参加ください。

定員：20名（先着順）
時間：9時～15時
集合場所：山口県セミナー
パーク第5駐車場
参加費：1000円（小中学生500
円※要保護者同伴）
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
※十分な水分をお持ちください（500mlペットボト パレートタイプの雨具、防寒
ル２本程度）
着、レジャーシートなど
※雨天の場合は中止になります。中止の場合は、 申込方法：電話、FAX、E-mail
当日朝7時までに森林セラピー山口ホームページ上
に掲載します。

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：12/14(木)
定員：各回50名程度
時間：13時～15時（受付開始
(12/20、1/17、2/14、3/4）
12時）
場所：国立山口徳地青少年自
バス送迎ルート
然の家
防府方面12/20、1/17、山口方面2/14
参加費：100円（当日徴収）
3/4は調整中（※2月上旬ごろ、主催所ホームペー 持参物：タオル、着替え（下
ジ掲載予定）
着含む）、汚れても良い長
※送迎バスを希望される場合、送迎バスは無料で 袖・長ズボン、洗面用具、水
す。定員27名（事前予約制、先着順）
分補給のための飲料など
※自家用車で来所の場合は一般駐車場に駐車して ※シャワーを使用できます。
ください。
石鹸はありますが、タオル・
シャンプー等は各自でご持参
※申込期限：各回実施日の3日前12時まで受付可能 ください。
（キャンセルも同様の期限となります。）
申込方法：電話

石風呂体験会

20

水

国立山口徳地青少年自然の
家
担当：與儀(よぎ)
(TEL:0835-56-0113)

「森のふれあい交流会～ミニ門松づくり
～」
21

木

定員：30名（先着順）
森林の役割や手入れの大切さについて県民に理解 時間：13時～15時
を深めてもらうことを目的として、竹林やマツ林 場所：光市大字立野1705-1
などの手入れで生じる竹材や枝など、森の素材を 「周防の森ロッジ 研修室」
参加費：一人500円
使った「森のふれあい交流会～ミニ門松づくり
申込方法：電話、FAX
～」を開催します。
※申込期限：12/11(月)17時

山口県周南農林事務所
森林部 森林づくり推進課
担当：平國
(TEL：0834-33-6462)
(FAX：0834-33-6514)

チキン丸焼き体験
23

土

定員：16組（先着順）
時間：9時30分～13時
自宅ではできない体験を大原湖キャンプ場の石窯 場所：ふれあいパーク大原湖
(大原湖キャンプ場）
で体験。
参加費：1組 2100円
今年のクリスマスはこれ！
申込方法：電話
毎年人気のイベントです。お早目にどうぞ。

「ミニ門松作り」体験講座
23

土 お正月用に簡単なミニ門松を作ります。
※11/18（土）募集開始

定員：20名（先着順）
時間：13時30分～15時
場所：山口ふるさと伝承総合
センター
参加費：800円
申込方法：電話

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～
24

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。

ふれあいパーク大原湖
(TEL：0835-58-0200）
※受付時間9時～17時

申込先
山口ふるさと伝承総合セン
ター
(TEL：083-928-3333

宇部市観光推進課
(TEL：0836-34-8353)
(FAX：0836-22-6083)

※申込期限12/23(土)

50㎞を歩く学び・交流の旅(～12/28)

26

火

学び・交流プラザを出発し、市街地を抜け、山間
部の旧道を通り、八代のツルの飛来地まで2泊3日 対象：小学4年～6年生
定員：30名(応募者多数の場合
をかけ約50㎞歩きます。
は、抽選）
集合場所：学び・交流プラザ
※5～8名の班を編成し、スタッフが班につきま
参加費：一人7700円(食事代、
す。
※集合は学び・交流プラザ、解散はふるさと産品 保険料、消耗品等）
申込方法：はがき、FAX、Eの店こあとなります。
※コースは道路事情や天候により変更になる場合 mail
があります。

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/

※申込期限：11/27(月)

『徳地森の子くらぶ』
～わくわく!徳地の森～(～12/27)
26

火 冬の森遊び、天体観測、アウトドアクッキング
(ホットドッグ)
※申込期限12/1(金)17時必着

対象：小学校1年～3年生
定員：50名(応募者多数の場
合、抽選）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：2360円(食事代、シー
ツ洗濯代、保険料、教材費等)
持参物：野外で活動できる服
装、着替え、防寒着、カッ
パ、寝間着（ジャージ可)、水
筒、洗面用具、手の大きさに
合った軍手、その他必要なも
の（常備薬など)
申込方法：参加申込書を郵送
かFAX

国立山口徳地青少年自然の
家
担当：中島
(TEL：0835-56-0113)
(FAX：0835-56-0130)

冬休みも工作教室!（～1/8）
26

火

時間：14時～15時
12月26日、27日がミニ門松、1月5日～8日は干支の 場所：きらら浜自然観察公園
工作です。14時までに集合でお願いします。（遅 参加費：無料（19歳以上の方
れての参加はできません。）
は入館料200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/

※12/28～1/1、1/4は休園

■□■□■参加者募集中■□■□■
１月

14

日

行

事

名

場所・時間等

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）
※雨天の場合は、館内から野鳥観察やビデオ上映 持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
を行います。
料で貸出しいたします。

バードウォッチング入門⑩
～猛禽類を観察しよう～

連絡先

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

秋吉台エコツアー
～火道づくり～

14

日

定員：20名（先着順）
時間：9時～13時30分
集合場所：体験民宿ほっとビ
秋吉台の原風景「秋吉台ドリーネ畑」の景観保全 レッジ美東
のために、山焼き時に火や風が通り易くするため 参加費：1500円（昼食代、飲
ドリーネ周辺の草木を刈ります。
み物代込/前日宿泊可7500円）
(小中学生、幼児 要保護者同
伴）
※参加者ご自身の車で林道を移動していただきま 持参物：野外活動・ウォーキ
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1/9(火)

15

月

森の手作り教室
～木の実で作る犬のおひな様～（1/16）

対象：どなたでも
定員：30人(先着順)
時間：10時30分～15時
（集合：10時20分）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：1,000円（食費・教材
費・お茶代）
申込方法：電話、FAX、E-mail

国立山口徳地青少年自然の
家 事業推進係
(TEL：0835-56-0113)
(FAX：0835-56-0130)
E-mail：tokujisuishi@niye.go.jp

体験の風をおこそう
石風呂体験会

17

水

定員：各回50名程度
時間：13時～15時（受付開始
12時）
(12/20、1/17、2/14、3/4）
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
バス送迎ルート
参加費：100円（当日徴収）
防府方面12/20、1/17、山口方面2/14
3/4は調整中（※2月上旬ごろ、主催所ホームペー 持参物：タオル、着替え（下
着含む）、汚れても良い長
ジ掲載予定）
※送迎バスを希望される場合、送迎バスは無料で 袖・長ズボン、洗面用具、水
分補給のための飲料など
す。定員27名（事前予約制、先着順）
※自家用車で来所の場合は一般駐車場に駐車して ※シャワーを使用できます。
石鹸はありますが、タオル・
ください。
シャンプー等は各自でご持参
※申込期限：各回実施日の3日前12時まで受付可能 ください。
申込方法：電話
（キャンセルも同様の期限となります。）

対象：小学1年～4年生までの
お子さんとその家族(兄弟、姉
妹の未就学児のお子さんも参
加可能)
定員：各回50名程度（全家族
第1回12/16日(土)～17日(日）
で）(応募者多数の場合は、抽
第2回1/20日(土)～21日(日)
選）
時間：10時～翌日15時
みんなのこころがホッとする、そんなひとときを 場所：国立山徳地青少年自然
すごしませんか？
の家
参加費：大人3020円、小学生
※応募期限：第1回12/4（月）、第2回1/6（月） 2960円、未就学児2520円（食
事代、シーツ洗濯代、保険
代、材料費等）
申込方法：郵送、FAX、E-mail

家族で食キャンプ
～家族でホッとなひとときを～(～1/21)

20

土

定員：親子を対象に50人(定員
を超えた場合、抽選)
時間：10時30分～翌日13時30
分
場所：山口県十種ヶ峰青少年
ゲレンデスキー、歩くスキー、雪遊びなど
自然の家
《積雪不良時》冬山散策、ネイチャークラフトな 参加費用：26才以上3000円、
ど
19才以上25才以下2800円、19
※今回のスキー活動は、リフトを使用しません
才未満2700円〔食事代(4食)、
※スキー靴とスキー板は用意します
施設使用料(19才以上のみ)、
シーツ代、保険料等〕
※申込期限1/5(金)
申込方法：FAX、E-mail

とくさがみね自然体験プログラム8
（～1/21）
～冬のアドベンチャー教室①～
20

土

国立山口徳地青少年自然の
家
担当：與儀(よぎ)
(TEL:0835-56-0113)

国立山口徳地青少年自然の
家
担当：小山･引地
(TEL:0835-56-0112)
(FAX:0835-56-0130)
(E-mail:tokujikikaku@niye.go.jp)
http://tokuji.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@c-able.ne.jp)
http://www.cable.ne.jp/~seed10/

