自然とふれあう行事一覧表（２９年８月）
８月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

夏休みは工作教室！（～8/31)
1

火

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。

角島周辺の魚たち
1

火

時間：9時～16時30分(入館は
16時まで)
角島沖約40キロにある岩礁「汐巻」、その地元の 場所：つのしま自然館レク
漁師さんなどが捕獲した珍しい魚たちの写真展示 チャールーム
です。

海辺の教室
1

写真展（～8/31）

写真展(～9/19)

火
海辺の教室参加者の写真作品を展示。

時間：9時～16時30分(入館は
16時まで)
場所：つのしま自然館

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

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

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

【夏休み特別企画①】世界のカタツムリ
(～9/24)
1

時間：9時～17時
場所：豊田ホタルの里ミュー
類約50種を一同に展示します。変わった形や色を ジアム
したなかなか見れないカタツムリばかりです。ぜ
ひ、この機会に世界のカタツムリをご覧くださ
い。

火 世界の珍しいカタツムリ約150種と世界の淡水貝

豊田ホタルの里ミュージア
ム
(TEL：083-767-0350)

【夏休み特別企画②】
世界のカブトムシとクワガタムシ
(～9/24)
時間：9時～17時

1

展示しています。
ジアム
日本産クワガタとカブトムシは多くの種類を標
本で展示します。また、珍しいヒラタクワガタや
ノコギリクワガタの雌雄型標本も展示していま
す。生体は常時5種類を展示しています。

夏の昆虫採集と標本作り
～わくわくどきどき昆虫の世界に触れて
みよう！～
5

豊田ホタルの里ミュージア

火 世界のカブトムシとクワガタムシの標本と生体で 場所：豊田ホタルの里ミュー ム

土 昆虫の採集や標本作成についての解説と実習。
※雨天中止
※応募者多数の場合、抽選
※申込期限7/26（水）

対象：昆虫の観察・採集に関
心のある小学生（※保護者同
伴）
定員：20名
時間：9時30分～12時30分
場所：県立山口博物館別館2階
講座室・博物館周辺
参加費：無料

(TEL：083-767-0350)

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

ツバメのねぐら入り観察会

5

土

公園のヨシ原は、ツバメが夜を過ごすねぐらとし
て利用されています。ツバメたちは繁殖を終えた
夏になると、時に1万羽以上にもなる大集団でね
ぐら入りし、その光景は圧巻です。ツバメたちが
大乱舞する様子を観察しましょう。

時間：18時～19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）
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/

※雨天延期（雨天の場合は8/19 に実施）
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親と子の水辺の教室
5

土

定員：親子で50名
時間：9時～11時30分
水生生物の観察を通じで、厚東川の水質調査を行 場所：厚東川木田橋下流
います。
持参物：川に入れる服装、筆
記用具、飲み物
※申込期限7/10(月)

宇部市環境政策課
(TEL：0836-34-8248)

対象：小学生以上
定員：15名
時間：10時～翌15時
シーカヤック体験や貝等を利用したクラフト耕作 （9時受付開始）
を通して海の環境を考える。
場所：油谷青少年自然の家
参加費：3000円
※申込期限7/31(月)
持参物：水着、着替え等

油谷青少年自然の家
(TEL：0837-32-1000)

わくわくキャンプ（～8/6）
5

土

山口地区探鳥会
5

土 ツバメの塒入り観察会
※雨天中止

下関地区探鳥会
5

土 木屋川河口付近のツバメの塒入り
※悪天候中止あり

時間：17時30分～20時
（集合時間：17時30分）
場所：きらら浜自然観察公園
集合場所：きらら浜自然観察
公園ビジターセンター

日本野鳥の会山口県支部
担当：大畠
(TEL：080-6306-2900)

時間：18時～20時
（集合時間：18時）
場所：木屋川河口付近
集合場所：下関市JR山陽本線
長府駅

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

アワサンゴ群落シュノーケリング

5

土

ニホンアワサンゴや一帯の海の魅力についての説
明に続いて、シュノーケリングの練習をします。
昼食後に船で群生地海域に移動し、シュノーケリ
ングで群生地を観察します。（16時頃解散）

定員：5名
参加費：7000円（昼食代、
チャーター船代、保険料、指
導ガイド代を含む）
その他：更衣シャワー室やト
※ウエットスーツとシュノーケリング用具はこち イレは完備。
らで用意します。
※荒天の場合、中止
※事前申込必要

NPO法人
自然と釣りのネットワーク
(藤本：080-6314-9678)

勾玉を作ろう！

6

日

加工しやすい滑石(かっせき)を利用し、古代の装
飾品の一つである勾玉の製作に取り組み、古代の
人々の豊富な知識や技術水準の高さ、製作にとも
なう苦労を体感します。

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴）
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

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

※応募者多数の場合、抽選
※申込期限7/27(木)

6

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
川のネイチャーゲームの会
らどなたでも
～川であそぼう！川で学ぼう！～
定員：30名
時間：10時～15時30分
午前中は、ネイチャーファームで夏野菜の収穫を 集合場所：二俣瀬ビオトープ
しよう。午後からは、川の生き物を観察して、川 駐車場
の環境について学ぼう！
参加費：300円
申込方法：電話、FAX、E-mail

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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秋吉台エコツアー
～秋吉台の地学観察と探検～
6

日

定員：6～7名若しくは2家族
（先着順）
時間：9時30分～16時
観光路沿い探検コースと琴ヶ淵本洞を往復
集合場所：秋芳洞観光セン
●午前のコース: 正面入り口～青天井～六地蔵～ ター１階
開山の行場～高桟敷～千畳敷～エレベーター
参加費：3,500円（入洞料・保
●午後のコース: エレベーター～須祢山付近の支 険料込み）
洞～琴ヶ淵～正面入り口
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8/1(土)

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

親子木工教室
～夏休みの工作はおまかせ～
6

日

対象：小・中学生を含む家族
定員：15家族
時間：9時～15時
今年の夏休みの工作は「木」にこだわってみませ 場所：周南市大田原自然の家
んか？親子の共同作業で世界にたった一つの宝物 参加費：小学生以上800円 幼
児600円（食事代、保険料、消
を完成させましょう。「木」のプロが応援しま
耗品等）
す。
申込方法：はがき、FAX、Email
※申込期限7/24(月)

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

秋吉台エコツアー
～秋芳洞の地学観察と探検～

6

日

定員：6～7名、もしくは2家族
秋芳洞内の観光コース沿いの冒険コースや、普段 時間：9時30分～16時
集合場所： 秋吉台観光交流セ
は公開されていない琴ヶ淵を探検します。
ンター
午前：秋芳洞正面入口→青天井→六地蔵→開山の 参加費：3500円（入洞料、保
険料込）(小中学生、幼児 要
行場→高桟敷→千畳敷→エレベーター
午後：エレベーター→須弥山付近の支洞→琴ヶ淵 保護者同伴）
持参物：野外活動・ウォーキ
→秋芳洞正面入口
ングに適した服装、靴、雨具
※健脚者限定
※申込期限8/2(火)

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/

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)

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

エコっこスクール２０１６（～8/9）
～第１回夏休みエコ合宿～

8

火

一の坂川の生きもの観察、秋吉台のなりたちや自
然環境の学習、景清洞内の生きもの等の観察、水
の中のミクロ生物の観察、エネルギーの学習等を
一緒にしませんか。
<第1回>
おもしろ科学実験、生きもの観察・学習(景清
洞、秋吉台エコ・ミュージアム他)、施設見学(石
炭火力発電所他)など

対象：小学校4年生～6年生
定員：30名程度（応募者多数
の場合は抽選）
時間：8月8日10時～8月9日16
時40分
集合場所：山口県セミナー
パーク
参加費：2300円（食事代）
申込方法：郵送、FAX

(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)

※申込期限7/24(月)
※申込書を郵送又はＦＡＸしてください。
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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

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。

流れ星観察会

12

土

8 月12 日の夜は、ペルセウス座流星群の活動が
最も活発になります。寝転んで、じっくりと流星
を観察しましょう。
この行事は宇部天文同好会との共催です。
※雨天中止(中止の決定は当日16：00です)
※中学生以下は保護者同伴

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。

ペルセウス座流星群を観る会
12

土

定員：20名
時間：20時30分～21時30分
ペルセウス座流星群、夏の星座、天の川、夏の大 場所：星の見える丘工房
参加費：無料
三角、土星（望遠鏡）

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

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

天体観察教室「夏の星座をみよう」

12

土

今回の観察会では、夏の星座と水星について解説
を行ったあとに、屋外で星座観察と天体望遠鏡を
使って木星と土星の観察をします。一緒に魅力あ
る星を観察しましょう。

対象：小学生～一般
定員：50人（先着順）
時間：19時～21時
場所：防府市青少年科学館ソ
ラール
※中学生以下は保護者の方も一緒にお申し込みく 参加費：無料
ださい。
※天候不良の場合は、室内で解説のみ行います。

星空ウォッチング
12

土
ペルセウス座流星群を観察します。

時間：18時30分～21時
場所：角島牧崎

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

つのしま自然館
(TEL：083-786-0430)
http://www.tsunoshimashiz
enkan.com/
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親と子の水辺の教室

12

土

昨年開催した”水辺の教室”を今年も行います！
切戸川に住んでいる生き物を調べて川の水のきれ
いさを調べます。
進行や説明は専門の講師が行い、採取した生き物
はルーペや顕微鏡をつかって観察することができ
ます。
楽しく採取や観察ができると、大変ご好評いた
だいているイベントです！
希望される方には調査結果や写真をメールでお渡
しします。
夏休みの思い出や自由研究にピッタリです！

対象：小学生以上の子どもと
その保護者
定員：20名
時間：10時～12時
場所：切戸川河川敷柳橋北側
参加費：無料
その他：濡れていい靴（サン
ダル不可）、タオル、筆記用
具
申込方法：電話、FAXまたはE
メール

下松市環境推進課
(TEL：0833-45-1826)
(FAX：0833-41-6220)
E-mail ：
kankyou@city.kudamatsu.lg
.jp

※雨天中止
※申込期限8/11(金)

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
夏はサギの巣立った幼鳥が加わり、数が何倍にも 参加費：無料（19歳以上の方
増えます。干潟を中心に、園内に飛来するサギを は入館料200円が必要です）
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
観察してみましょう。
料で貸出しいたします。
※雨天の場合は、室内からの観察となります。

のびのびいきいき自然児キャンプ
～カヌーで湖を大ぼうけん！～
（～8/19）
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)
対象：中学生
定員：20名
時間：10時～
カッター研修・シーカヤック研修。トレッキング 場所：下関市深坂・長門市伊
上
等を通して自然環境を考える。
参加費：7600円
持参物：水着、着替え等

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/

中学生冒険キャンプ
14

月

対象：小学校4年生～6年生
定員：30名程度（応募者多数
の場合は抽選）
時間：8時30分～17時30分
秋吉台の自然環境や化石などの学習、化石採集体 場所：美祢市立秋吉台科学博
験、景清洞とその周辺の生きもの等の観察(大正 物館・景清洞（セミナーパー
洞)など
クに集合しバスで移動）
参加費：無料(弁当等は各自持
※申込期限7/24(月)
参)
※申込書を郵送又はＦＡＸしてください。
申込方法：郵送、FAX

エコっこスクール２０１７
～化石採集体験と洞くつ観察in秋吉台～
18

金

深坂自然の森、森の家
(TEL：083-259-8555）

(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)

ふれパク主催事業
～星空探偵団(2)～

18

金

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7/23(日)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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18

金

対象：年中～小学生とその家
族
定員：午前の部、午後の部
ふれパク主催事業
各30名
～夏休みトンカチ木工教室パート２～
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、多くの子どもたちが物を 場所：山口県由宇青少年自然
作る喜びを感じるとともに、木に対する理解を高 の家
め、仲間とのふれあいを深めます。
経費：材料費1000円(1作品に
つき)、120円(保険料、施設使
※応募者多数の場合、抽選
用料)
※申込期限7/23(日)
準備物：(あれば持参)金づ
ち、くぎ抜き
(服装)木工作業に適した服装

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)

植物教室「葉脈標本を作ろう！」
19

土

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴)
身近な植物の葉脈標本作りや植物についての学習 定員：20名
をとおして、植物により親しみをもち、植物の体 時間：13時30分～15時30分
のつくりの不思議さや自然のすばらしさへの関心 場所：山口県立山口博物館
を高めます。
別館２階講座室
参加費：無料
※申込期限8/9(水)

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

対象：下関市内の小学生
定員：30名
時間：10時～翌15時
水生生物調査、木や石等を使った工作教室、天体 場所：深坂自然の森・しもの
観測等を通じて環境保全に関心を持つ機会を作
せき環境みらい館
る。
参加費：無料
持参物：水筒、タオル、宿泊
※申込期限7/21(金)
に必要なもの等

下関市環境政策課
(TEL：083-252-7115)
(FAX：083-252-1329)

水辺の教室（～8/20）
19

土

○定員

山口湾カブトガニ生息調査/カブトガニ観 生息調査：中学生以上 40名
察会～ 絶滅危惧種“生きている化石”と 観察会：小学生以下(保護者同
伴) 20名
のふれあい ～

20

日

時間：10時～14時頃(観察会は
カブトガニ博士と干潟を歩いてカブトガニを探そ 10時30分～）
集合場所：山口県漁協吉佐支
う！
店山口きらら支所(山口市秋穂
● カブトガニ調査
山口カブトガニ研究懇話会（原田直宏代表）の指 二島437)
導の下、山口湾の干潟を約1ｋｍ歩きながら、カ 参加費：無料
携行品：長めの長靴、汚れて
ブトガニ幼生の数や大きさ等を計測します。
も良い服装、リュックサッ
● カブトガニ観察会
山口湾の干潟に棲むカブトガニ等の生き物とふれ ク、帽子、タオル、健康保険
証、飲み物、昼食（食事時間
あう貴重な体験ができます。
が十分にないため、おにぎり
やパン等にしてください。）
※雨天中止
申込方法：申込書をメール又
※申込期限8/14(月)
はＦＡＸしてください。

秋吉台エコツアー
～柿渋づくりと柿渋塗り・柿渋染め～
20

日

定員：20名（先着順）
時間：9時30分～15時
集合場所：体験民宿ほっとビ
柿だけで作った体に優しい柿渋。塗って良し、染 レッジ美東
めて良し。年月を重ねれば味わいのある色調を醸 参加費：中学生以上3000円、
しだします。友達、親子で体験されませんか。
小学生以下2500円（昼食・飲
（着衣は柿渋がつく恐れがありますので、濃い着 み物代込）(小中学生、幼児
衣が適しています。）
要保護者同伴）

山口県 環境生活部
自然保護課
担当：山本
(TEL:083-933ｰ3050)
(FAX:083-933-3069)
(e-mail:a15600@
pref.yamaguchi.lg.jp)

秋吉台地域エコツーリズム
協会事務局
(0837-63-0055)
http://www.akiyoshidaiecotour.org/ecotour/?sid=
17

※申込期限8/15(火)
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第4回宇部と地球の環境を考えるフォーラ
対象：どなたでも
ム
定員：100名程度（応募者多数 公園整備局 ときわ公園管理
サルリンピック～どうぶつたちに挑戦～ の場合は抽選）
課
時間：

20

13時30分～16時00分

(TEL：0836-54-0551)
(FAX：0836-51-7205)
注目し、その魅力や能力、進化、生息地の現状な 場所：ときわレストハウス
メール：
どをテーマに、楽しみながら学べるフォーラムを 参加費：一般400円、中学生以 tokiwakouen@city.ube.yama
開催します。
下200円（動物園ガイド含む） guchi.jp
申込方法：FAXまたはメール
※申込期限8/16(水)

日 ときわ動物園の中心的な飼育動物である霊長類に （受付13時00分～）

アワサンゴ群落シュノーケリング

20

日

ニホンアワサンゴや一帯の海の魅力についての説
明に続いて、シュノーケリングの練習をします。
昼食後に船で群生地海域に移動し、シュノーケリ
ングで群生地を観察します。（16時頃解散）

定員：5名
参加費：7000円（昼食代、
チャーター船代、保険料、指
導ガイド代を含む）
その他：更衣シャワー室やト
※ウエットスーツとシュノーケリング用具はこち イレは完備。
らで用意します。
※荒天の場合、中止
※事前申込必要

秋吉台元気キッズキャンプ～新しい友達
を作ろう！～（～8/23）
22

火

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、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)

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

NPO法人
自然と釣りのネットワーク
(藤本：080-6314-9678)

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

夏のわんぱく村（～8/25）
22

火

対象：小学1年生～6年生
山口大学トムソーヤーズの企画したキャンプを楽 定員：60名
場所：周南市大田原自然の家
しもう！（野外料理、川遊び、キャンプファイ
参加費：9300円（食事代、バ
ヤー等）
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7/24(月)

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

エコっこスクール２０１７（～8/24）
～第２回夏休みエコ合宿～

23

水

対象：小学校4年生～6年生
定員：30名程度（応募者多数
の場合は抽選）
時間：8月24日8時30分～8月25
日17時40分
集合場所：山口県セミナー
<第2回>
パーク
おもしろ科学実験、生きもの観察・学習(景清
参加費：2300円（食事代）
洞、秋吉台エコ・ミュージアム他)、施設見学(長 申込方法：郵送、FAX
州産業㈱)など
一の坂川の生きもの観察、秋吉台のなりたちや自
然環境の学習、景清洞内の生きもの等の観察、水
の中のミクロ生物の観察、エネルギーの学習等を
一緒にしませんか。

(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)

※申込期限7/24(月)
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やまぐち子ども環境共育楽習塾2017
（夏）
（～8/26）
25

金

対象：県内小学校2年～4年
定員：25名（先着順）
場所：ヒュッテ桂谷ランプの
子どもたちの豊かな感性を育むため、自然豊かな 宿
川や森での自然体験活動をおこない、自主性をた 参加費：5000円（交通費・食
かめるため積極的に実践活動をすすめてゆきま
費・施設使用料・傷害保険
す。
代）

一般財団法人 防長青年館
(TEL：083-923-6088)

※申込開始7/22(土)～(定員になり次第締め切り
ます)

ファミリーアドベンチャー
カヌーツーリング
27

日

対象：小学3年生～中学2年生
とその保護者
定員：8ペア16名
手作りのカナディアンカヌーを漕いで菅野湖を日 時間：9時～16時30分
常とは違った視点でちょっとした冒険の旅に出か 開催場所：菅野湖周辺
参加費：ひとり900円（食事
けよう。
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8/14(月)

日

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

七夕の星空を見る会
27

※雨天・曇天中止

27

日 頂海山と夏の山野草をめぐる山歩き

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

七夕の星空を見る会
28

定員：5名
参加費：5000円

月
※雨天・曇天中止

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

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

NPO法人
自然と釣りのネットワーク
(古屋：090-5672-8766)

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

■□■□■参加者募集中■□■□■
９月

行

事

名

とくさがみね自然体験プログラム③
～秋のアドベンチャー教室～（～9/3）
2

土 十種ヶ峰で家族の思い出をつくろう！
森のチャレンジコース体験
※申込期限8/18（金）

場所・時間等

定員：親子40名(小学生以上)
場所：山口県十種ヶ峰青少年
自然の家
申込方法：FAX、E-mail

連絡先
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

8/10

定員：20名(先着順)
時間：10時～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)
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
験します。
(両手がフリーになるもの)、
帽子、昼食、水筒、手袋、タ
※荒天の場合、中止
オル、雨具、(あれば)ノル
※申込期限8/30(水)
ディックウォーキングポール
など

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

日

埴輪を作ろう！
9

土
※申込期限8/30(水)

秋吉台夜の草原コンサート（～9/10）

9

土

秋吉台の夜の草原をバックに虫の音の大合唱の
中、ファミリーコンサートを開き、大自然の中で
聞く音楽のすばらしさ、心地良さを体感しましょ
う。また、自然の中でのオリエンテーリングや宝
探しハイクを通して、家族のふれあいや絆を深め
ましょう。
※申込期限8/23(水)

10

バードウォッチング入門⑥
日 ～渡り途中のシギ・チドリ類～
※雨天の場合は、室内からの観察となります。

対象：一般
定員：30名
時間：13時30分～15時30分
場所：光市

対象：幼児、小学生とその家
族・一般
定員：60名
時間：9月9日15時～9月10日11
時30分
場所：山口県秋吉台青少年自
然の家
参加費：大人3000円(食事代、
保険代、施設使用料、その
他）小人2500円(食事代、保険
代、その他）
申込方法：はがき、FAX、Email
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。

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/

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

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

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～
時間：19時～21時
土星、夏の大三角、秋の四辺形を観察します。
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。

23

土

23

植物教室「植物(押し葉・さく葉)標本を
土 作ろう！」
※申込期限9/13(水)

対象：一般
定員：20名
時間：9時30分～12時30分
場所：県立山口博物館

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

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

鳴く虫観察会
23

土

時間：18時～20時
場所：きらら浜自然観察公園
秋は虫たちの恋の季節。いろいろな虫の鳴き声を 参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）
鑑賞し、どんな種類がいるのか観察します。
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
料で貸出しいたします。
※雨天中止

秋の昆虫観察
24

日
※申込期限9/14(木)

対象：小学生
定員：20名
時間：9時30分～12時30分
場所：山口市鴻ノ峰

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
(083-922-0294)
http://www.yamahaku.pref.
yamaguchi.lg.jp/
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野鳥観察（ハチクマの渡り）
24

日

定員：10名
時間：9時～12時
大空を悠々と舞うハチクマやや桜山公園の野鳥の 場所：秋吉台エコ・ミュージ
アム
ようすを観察します。

角島こども探検隊
（親子で角島を探検）
30

土

時間：9時30分～15時
場所：角島一円
鬼の岩周辺の岩場と砂浜の大浜との生物の違いを 参加費：200円(中学生以下は
観察します。
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

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

※雨天順延
※事前申込必要
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