自然とふれあう行事一覧表（29年11月）
１１月

行

事

名

自然観察教室～海の貝調べ～
3

海辺に行くと、つい探してしまう「貝がら」。い

金 ろんな形や色があってとてもきれいですよね！防
府市の富海の貝を集めて、貝の種類や特徴につい
て学びましょう！めずらしい貝をゲットできるか
も！？

場所・時間等
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。)
定員：20人（先着順）
時間：13時～15時
観察場所：富海海水浴場
集合場所：富海公民館
参加費：300円

連絡先
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

おおたばら収穫祭
3

金

対象：どなたでも
定員：100名
時間：9時30分～16時
自然の家産の食材を使って、うどん、ピザ、豆
腐、コンニャク作りや収穫した野菜での豚汁作り 場所：周南市大田原自然の家
参加費：小学生以上750円 幼
を体験しよう。
児650円(食事代、保険料、消
耗品等)
※応募者多数の場合は抽選
申込方法：はがき、FAX、E※申込期限10/16(月)
mail

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)

5

日

対象：一般県民(小学生につい
ては、保護者同伴)
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）

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
農業を楽しむネイチャーゲームの会
らどなたでも
～人と自然が育んだ命をいただこう！～ 定員：30名
時間：10時～15時30分
さつまいもを収穫して、みんなで食し、実りの秋 場所：二俣瀬ビオトープ駐車
場集合(宇部市)
を感じます。
参加費：400円
申込方法：電話、FAX、E-mail

秋の自然まるかじり
～とれたての野菜を使ってダッチオーブ
ンで料理をしよう！～
5

日

対象：３歳～小学校３年生ま
での子どもを含む家族
定員：10家族
時間：9時30分～15時
野菜を収穫し魔法の鍋ダッチオーブンでおいしい 場所：周南市大田原自然の家
参加費：小学生以上700円、幼
料理を作って秋をまるかじりしよう。
児600円（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10/23(月)
mail

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

(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)

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)

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

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10/31(火)
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周南地区探鳥会（～11/12）
11

11

土

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

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

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。

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

色いろ！味あぢ！秋の子ども村(～11/12)

11

土

対象：小学校1年～3年生
定員：40名(応募者多数の場合
秋の色を探してネームボタン作り、落ち葉で焼き は抽選)
芋など、色とおいしさいっぱいの低学年キャン
場所：周南市大田原自然の家
プ。
参加費：6000円（食事代、バ
あぢあぢ！焼き芋大作戦！／落ち葉あつめ！色さ ス代、保険料、消耗品等）
がし／自然のものでクラフト／自然とあそぼう
望遠鏡1台 約3000円
申込方法：はがき、FAX、E※申込期限10/9(月)
mail

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

勾玉を作ろう！

11

土

対象：一般（※小学生以下は
保護者同伴）
加工しやすい滑石（かっせき）を利用し、古代の 定員：30名
装飾品の一つである勾玉の製作に取り組み、古代 時間：13時30分～15時30分
の人々の豊富な知識や技術水準の高さ、製作にと 場所：不二輸送機ホール（山
もなう苦労を体感します。
陽小野田市文化会館）・研修
室
※申込期限11/1(水)
参加費：無料
※希望者多数の場合は、抽選
対象：小学校 3・4年生
定員：各50名（定員に達した
場合は、抽選）
自然体験・交流体験を通して，自然に親しむ心情 場所：国立山口徳地青少年自
然の家
を育み，他者と交流する楽しさを実感する。
参加費：2,410円（食事代 ：
・森歩き
朝食・昼食・夕食・弁当 、
・野外炊飯
シーツ洗濯代、保険料、教材
・ネイチャーゲーム
費）
・クラフト
申込方法：FAX又は郵送

森の子くらぶキャンプ（～11/12）
11

土

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

国立山口徳地青少年自然の
家（山口市徳地船路668）
担当：小山
(TEL:0835-56-0113)
(FAX:0835-56-0130)
http://tokuji.niya.go.jp/
(e-mail:tokujisuishin@niye.go.jp)

バードウォッチング入門⑧
～ヨシ原を利用する鳥たち～
12

日

時間：10時～12時
場所：きらら浜自然観察公園
ヨシ原は一年を通して様々な鳥が利用します。
参加費：無料（19歳以上の方
冬鳥で利用するのはどのような鳥なのか、観察し は入館料200円が必要です）
てみましょう。
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
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。

宇部地区探鳥会
12

日 小野湖のオシドリ観察。
※雨天中止

時間：9時～12時
場所：宇部市小野湖
集合場所：宇部市小野アクト
ヴィレッジおの駐車場
集合時間：9時

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
宇部地区
担当：渡邉
(TEL：090-9739-7992)
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下関地区探鳥会
12

日 油谷湾の水鳥たち。
※悪天候中止

時間：8時～12時
場所：長門市油谷湾
集合場所：下関市JR山陽新幹
線新下関駅西口
集合時間：8時

秋吉台の地下水系保全
～洞くつ清掃活動～
12

日

参加対象：小学生以上（小学
生は保護者同伴）
定員：30名
洞くつに入り、ビンや缶など、洞くつの中に流れ 時間：9時～12時
集合場所：秋吉台エコ・
込んだゴミを清掃します。
また、洞くつに迷いこんだカエルなどの生き物を ミュージアム
参加費：無料
レスキューします。
持参物：汚れてもいい服、長
靴、手袋
※小雨決行

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～
12

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。

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

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

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

※申込期限11/9(木)

森林セラピー山口グランドオープン10周
年記念講演「Feel Nature！～森へ、山
へ、一歩ずつ～」

12

日

講師 四角友里
「山ガール」ブームの火付け役。もともと運動音
痴でインドア派だった彼女が伝える、自然と触れ
合う魅力とは？なぜ女性たちに山歩きが定着した
のか…？講師自身の山の楽しみ方や自然体験談
を、美しい写真とともにお話いたします。
午後から森林セラピーガイドツアー

定員：150名（先着順）
時間：10時～15時30分
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
参加費：無料

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10/27(金)

12

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③
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10/17(火)
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

対象：小学生以上
定員：20名
時間：9時30分～13時30分
ファミリーで登山道を歩き、一位ヶ岳の紅葉樹を 場所：椎ノ木ルート登山道入
り口（俵山七重）
学ぼう。
参加費：無料
持参物：帽子、手袋、飲物、
※申込期限11/8（水）
弁当、防寒具

俵山公民館
(TEL：0837-29-0063)

親子で登ろう一位ヶ岳
12

日

3/9

樹木観察会

12

日

定員：20名（先着順）
時間：9時～13時頃
集合場所：ＪＡ長門大津俵山
支所駐車場
(長門市俵山4907-2）
参加費：無料
※雨天の場合、会場を変更し、講習会のみ開催し 持参物：飲料水、昼食
※長袖、長ズボン、防寒着、
ます。
集合場所･会場：俵山公民館(長門市俵山2302-1) 林道を歩ける靴で参加してく
ださい。
集合時間：午前９時
花瀬林道を歩いて、紅葉の季節を迎えた里山林の
樹木を観察します。
途中で講師による樹木講座や樹名板の取りつけな
ども行います。
講師：樹木医 藤原 俊廣氏

俵山公民館
(TEL：0837-29-0063)

※申込期限11/8(水)
時間：18時～21時
場所：カルスト展望台から若
竹山散策道周辺
入場料：(高校生以上)1,000
日本を代表する星空鑑賞地「秋吉台」を舞台にし 円、子ども(小・中学生)500
た星と光と台地のイベントです。
円、未就学児は無料
カルスト台地を宇宙に映し出す鏡に見立て、ほの
かなLED光源で様々な星や星座を浮かび上がらせ ●秋芳洞カラーLED 光響ファ
る星と光の幻想空間。星と光に包まれる感動をぜ ンタジー
ひご体感ください。
時間：17時～21時
場所：秋芳洞内
●秋芳洞カラーLED 光響ファンタジー
入洞料：(高校生以上)1,000
3日間限定8年ぶりの開催。2009年夏、世界的な照 円、子ども(小・中学生)500
明デザイナー・石井幹子氏が、演出した「光響
円、未就学児は無料
ファンタジー」が再演されます。鍾乳石が織りな ※セット入場券あり
す造形美と、光と音による幻想的な饗演を体感く ※防寒、歩きやすい服装・靴
ださい。
でご参加ください。

（一社）美祢市観光協会
（TEL：0837-62-0115 ）

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)
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)

（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)

秋吉台星空のイルミネーション (～
11/19)

17

金

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

18

土

土

対象：3才～中学生以下の子ど
も同伴の家族(定員を超えた場
ふれあい農園教室「秋の収穫体験」
合は抽選)
定員：40組(午前20組 午後20
タマネギ・そらまめの植付、サツマイモ・ダイコ 組）
時間：午前の部10時～12時/
ン・ころげかぶの収穫を体験しよう！
午後の部13時30分～15時30分
場所：山口県セミナーパー
ク、セミナーパーク近くの契
※申込期間10/19(木)～11/2(木)
約農園
※収穫した野菜はお持ち帰りいただけます。
※雨天の場合は、11/19(日)に順延、11/19(日)も 参加費：1組500円
申込方法：HP、携帯サイト、
雨天の場合は中止
はがき

（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)
http://www.hito21.jp

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

18

土

秋の四辺形とアンドロメダ大銀河を観察します。 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。

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)
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天王星と海王星を見る会
18

土
※雨天、曇天中止

とくさがみね自然体験プログラム
～阿東嘉年自然塾～
18

土

苔玉づくり、嘉年の力鍋を味わう
※申込期限11/3(金)

美祢地区探鳥会
19

日 初冬の里山探鳥会。
※雨天中止

定員：自由参加
時間：19時～21時
場所：県立山口博物館屋上及
び天体観測室
参加費：無料(小学生以下は保
護者同伴）

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

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
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@cable.ne.jp)

時間：8時30分～12時
場所：美祢市秋芳町厚東川上
流域
集合場所：美祢市秋芳町旧下
郷小学校付近(約50ｍ上流の左
岸側)
集合時間：8時30分
その他：防寒対策

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

歴史のふるさと史跡めぐり富海
～三世代ふれあいウォーク！～
19

日

対象：一般県民
定員：30人
時間：10時～12時10分
約4㎞のコースを、ガイドによる解説やクイズを 集合場所：防府市富海海水浴
場中央東屋
楽しみながらゆっくりと巡ります。
参加費：無料(※オプションの
「藍染め体験」は1人3000円・
※昼食は各自で準備されるか、食堂をご利用くだ 10人限定・先着順)
申込方法：FAX、メール
さい。
※申込期限11/14(火)

秋の自然まるかじり
～とれたての野菜を使ってダッチオーブ
ンで料理をしよう！～
19

日

・じゃがいもを収穫しよう
・包丁で野菜を切ってみよう
・ダッチオーブンを使ってみよう
・自然の素材でネイチャークラフト
※応募者多数の場合、抽選
※申込期限11/7(月)

対象：3才～小学校3年生まで
の子どもを含む家族
定員：10家族
時間：9時30分～15時
場所：周南市大田原自然の家
参加費：小学生以上700円 幼
児600円 3才未満で保護者の食
事と兼用の場合は20円（食事
代、保険料、消耗品等）
申込方法：はがき、FAX、Email

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
11月は、ふれあいパーク大原湖を集合場所とし
参加料：1000円（小中学生500
て、森林セラピー基地の奥深く、滑山国有林の
円 ※要保護者同伴）
「飯ヶ岳」（937ｍ）に登ります。
持参物：昼食、飲み物、登山
飯ヶ岳は、滑マツの生育地であり、本州最西端の 靴（必須）、手袋（軍手以外
天然のブナの森が広がります。
のものが望ましい）、 セパ
レートタイプの雨具、防寒
※申込期限11/16(木)
着、レジャーシートなど

飯ヶ岳トレッキング
～滑マツと紅葉の滑山国有林～
19

日

紅葉どんぐり便特別講座
～紅葉教室～
19

日

対象：小学生～一般
定員：20人(先着順)
時間：9時30分～12時
防府市大平山などで様々な紅葉を観察し地元の紅 観察場所：防府市大平山他
葉する植物の植生について解説します。また、紅 集合場所：防府市青少年科学
葉するメカニズムと色をきれいに残すための方法 館ソラール
参加費：無料
について学ぼう。
※中学生以下は保護者の方も
一緒にお申込みください。
※事前申込必要

公益財団法人山口きらめき
財団
(TEL：083-929-3600)
(FAX：083-924-9096)
E-mail：
info@y-kirameki.or.jp
URL：http://ykirameki.or.jp

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

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/

防府市青少年科学館ソラー
ル
(0835-26-5050)
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/
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定員：10組（先着順）
時間：11時～13時
場所：ふれあいパーク大原湖
地元徳地のおいしい和牛をみんなで一緒に楽しみ 参加費：2000円（野菜・むす
び2個付）
ましょう！
持参物：タオル、軍手など

徳地和牛を食べよう
19

20

21

25

日

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

森の手作り教室～木の実と小枝でクリス
マスオブジェを作ろう～

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：材料収集用ビニール
袋
※天気が良ければ，散策して
材料を集めます。動きやすい
服装でお越しください。
申込方法：電話又は、ＦＡＸ
・メール

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

火

森の手作り教室～木の実と小枝でクリス
マスオブジェを作ろう～

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：材料収集用ビニール
袋
※天気が良ければ，散策して
材料を集めます。動きやすい
服装でお越しください。
申込方法：電話又は、ＦＡＸ
・メール

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

土

対象：幼児(年中・年長)とそ
の家族
幼児のための洞くつ探検
定員：60名（応募者多数の場
～元気キッズ探検隊～
合、抽選）
日時：10時～12時20分
秋吉台の洞くつを探検することで、大自然の神秘 場所：景清洞・秋吉台リフ
を体感します。
レッシュパーク
参加費：19歳以上700円、小学
※天候等でプログラムの内容が変更になる場合も 生600円、幼児400円(入洞料、
あります。
保険代等)
※申込期限11/8(水)
申込方法：はがき、FAX、Email

月

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

てくてく ときわ公園
「宇部にもこんな美しい海岸線が！」
25

土

対象：どなたでも
定員：40名
山口医療センターから波雁ヶ浜あたりの海岸線
時間：9時50分～12時
ビュースポットをご案内します。象が寝そべった （集合時間9時50分）
ような日の山を遠目に見ながらリフレッシュしま 集合場所：東岐波ふれあいセ
せんか？
ンター

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

※申込期限11/24(金)

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～
26

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11/23(木)
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時間：9時30分～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
野鳥写真の撮影方法やマナーを学び、フィールド は入館料200円が必要です）
では実際に撮影もします。カメラ初心者の方大歓 持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
迎！！
料で貸出しいたします。

野鳥撮影入門
26

日

対象：一般
定員：10名
時間：10時～15時
場所：県立山口博物館
参加費：無料

小型哺乳類の標本づくり
26

日
※申込期限11/16(木）

26

日

定員：20人（先着順）
時間：9時30分～14時30分
長者ヶ原ぐるぐるノルディックウォーキ 開催場所：国立山口徳地青少
年自然の家
ング
参加料：1000円（小中学生500
森林セラピー基地の長者ヶ原エリアで、森の案内 円 ※要保護者同伴）
人の指導の下、健康増進効果の高いノルディック 持参物：散策できる服装と履
きなれた靴、リュックサック
ウォーキングを体験します。
（両手がフリーになるも
の）、帽子、昼食、水筒、手
袋、タオル、雨具、（あれ
※申込期限11/23(木)
ば）ノルディックウォーキン
グポールなど

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/

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/

■□■□■参加者募集中■□■□■
１２月

行

事

名

場所・時間等

自然となかよし☆ネイチャークリスマス
リース作り
2

土

対象：3才～小学校3年生まで
の子どもを含む家族
定員：10家族
自然の中で見つけたステキな素材を使ってリース 時間：
場所：周南市大田原自然の家
を作ろう。
参加費：
申込方法：はがき、FAX、E※11/1(水)募集開始
mail

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
※申込期限11/17（金）

連絡先

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

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
(TEL：090-9737-6277)

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
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)
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エコっこスクール2017
～親子で学ぼう！秋吉台の自然環境と動
物観察～
10

日

対象：小学生と保護者
定員：15組（40人程度）（応
募者多数の場合は抽選）
秋吉台の自然環境の学習や景清洞の鍾乳石等の観 時間：9時～16時
察、動物の生態等の学習や飼育施設の見学、えさ 開催場所：秋吉台エコ・
やり体験などをしてみませんか。
ミュージアム、景清洞、
ミュージアム
※秋吉台エコ・ミュージアムに集合し、自家用車 参加費：無料（昼食は弁当各
で移動します。
自持参）
※申込期限11/20(月)
※申込書を郵送又はＦＡＸしてください。

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
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/

時間：9時～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
深坂溜め池付近の野鳥たち。
線新下関駅西口
13時30分から深坂自然の家森の家で下関地区総会 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
(TEL：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
(TEL：090-7503-8395)

下関地区探鳥会
10

日

美祢地区探鳥会
10

(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)

日 秋吉台林縁部の冬鳥観察。
※雨天中止

クリスマスリース作り

10

日

クリスマスを前に、オリジナルのリースを作りま
す。
いろいろな材料を使って飾り付けます。材料の組
み合わせによってはお正月飾りもできます。

参加対象：小学生以上（小学
生は保護者同伴）
定員：20名
時間：9時～12時
参加費：一人 300円

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

※雨天決行
※定員になり次第締め切り

10

日

対象：小学生とその保護者
定員：15組40人程度(応募者多
数の場合は抽選)
エコっこスクール２０１７
「親子で学ぼう！秋吉台の自然環境と動 時間：9時～16時
場所：秋吉台エコ・ミュージ
物観察」
アム（美祢市美東町）、景清
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
やり体験などをしてみませんか。
美東町）
※秋吉台エコ・ミュージアム
※申込期限11/20(月)
に集合し、自家用車で移動し
ます。
参加費：無料（昼食各自)

クリスマスリースを作ろう
16

土
※11/16（木）から申込み開始

定員：30名（先着順）
時間：10時～12時
13時30分～15時30分
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）

（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)

県立きらら浜自然観察公園
(TEL：0836-66-2030)
http://kirara-h.com/
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正月を迎える家族の集い
17

日

対象：小～中学生の子どもを
含む家族
手作りで正月を迎えるための、しめ飾り、ミニ門 定員：10家族
松、羽子板、コマ作りに挑戦。つきたてモチ入り 時間：
場所：周南市大田原自然の家
雑煮もあるよ。
参加費：
申込方法：はがき、FAX、E※11/15(水)募集開始
mail

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

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
で体験。
参加費：1組 2100円
今年のクリスマスはこれ！
持参物：タオル、軍手など
毎年人気のイベントです。お早目にどうぞ。

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