自然とふれあう行事一覧表（３０年５月）
５月

行

事

名

場所・時間等

わくわく!ドキドキ!周防大島に来てみん
さい!島のくらしをおすそわけ
春コース(3月～5月)～いちご大福づくり
～
2

水

定員：5～6名(応募者多数の場
合、抽選)
時間：13時～16時
場所：大島地区 実施者宅
(※参加者の皆様には、後日詳
気候に恵まれた周防大島。青い海。青い空。大島 しい案内をお送りします。)
の心癒される景観です。
体験料：１人1500円
周防大島の農漁業者のみなさんとふれあいなが
持参物：エプロン、マスク、
ら、楽しく、おいしく、心温まる交流をしてみま 三角巾
せんか?
申込方法：はがき、電話、
FAX、E-mail
※申込期限4/20(金)

連絡先

周防大島町役場農林課内
周防大島くらし体験ネット
ワーク事務局
担当:安村･辻田
(TEL:0820-79-1002)
(FAX:0820-79-1021)
(E-mail:norin@town.suooshima.lg.jp)

クイズラリーに挑戦!(～6日）

3

木

公園を歩きながらクイズに挑戦!30分コースか1時
間コースを選択できます。もちろん両方の挑戦も
OK!クイズを解きながら春の公園をのんびり楽し
く散策しましょう。参加者全員に素敵な参加賞が
あります。
※時間内随時参加受付します。
※雨天決行

時間：9時30分～15時
集合場所：きらら浜自然観察
公園ビジターセンター
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/

島びらきまつり2018

3

木

見島の特産品の即売や、サザエのつぼ焼きや見蘭
牛焼肉、貝汁などの見島味自慢コーナーもござい
ます。餅まきも開催予定です!見島の味や雰囲気 時間：10時20分～14時
場所：子ども広場周辺(見島本
も一緒に楽しめる内容となっております。
村港定期船のりば隣)
※悪天候の場合は4日に順延
※当日は旅客多数の見込みですので、高速船のご
予約をお願いいたします。(船の時刻表は萩海運
有限会社のホームページにてご確認ください。)

見島観光協会(萩市見島支所
内)
(TEL：0838-23-3311)
※8時30分～17時(月～金)

永源山公園つつじ祭り(～4日)
3

時間：9時～16時
場所：永源山公園(周南市)
す。家族で楽しめるイベントが目白押しです。
ステージイベント･青空フードコート･フリーマー
ケットなど。

木 埋め尽くすように咲くつつじが満開をむかえま

第４回森フェス～野遊び温故地心～

4

金

「森フェス」は、自然豊かな森林セラピー基地
で、森と人、人と人がつながり、森を楽しむ一日
です。
今回のテーマは「野遊び温故知新」として、新緑
の森を見て･触れて･感じる、盛り沢山の内容をご
用意しています。ちいさなお子様からどなたでも
お気軽にお越しください。
※雨天決行(雨天の場合は一部プログラムを変更
して行います)
※受付を通ってご参加ください(保険を掛けま
す)。
※近くにお店はありません。

対象：どなたでも
時間：9時30分～16時
開催場所：国立山口徳地青少
年自然の家
参加費：無料（※一部有料の
体験もあります。）
持参物：昼食、軽食、飲み
物、散策しやすい服装と靴、
レジャーシート、マイカップ
など
申込方法：事前の申し込みは
不要です。当日、受付時間内
(9時30分～15時)にお越しくだ
さい。

周南市公園花とみどり課
(TEL：0834-22-8402)

森フェス実行委員会事務局
(山口市徳地総合支所農林
課)
(TEL：0835-52-1122)
(E-mail：tknourin@city.yamaguchi.lg.
jp)
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対象：小学1年生～6年生
定員：60名(応募者多数の場
合、抽選)
山菜手作りピザ、葉っぱのたたき染めで記念品作 場所：周南市大田原自然の家
り、テント泊など春の自然とふれあうキャンプで 参加費：7900円（食事代、バ
す。
ス代、保険料、消耗品等）
申込方法：はがき、FAX、E※申込期限4/16（月）
mail

春のわんぱく村(～6日)
4

金

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/

春のトンボ観察会

5

6

土

時間：10時～12時
受付時間：9時30分～10時
5月は絶滅危惧種のベッコウトンボをはじめ、イ 集合場所：きらら浜自然観察
トトンボやシオカラトンボなどがたくさん見られ 公園ビジターセンター
ます。園内を歩いて、これらのトンボを探してみ 参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）
ましょう。
持ち物：双眼鏡は無料で貸出
しいたします。
※雨天中止(当日8時30分に決定します)

地学実験教室
日 「海の生き物の化石を探そう」
※申込開始4/6(金)から

大平山つつじまつり(～13日)
7

10

月

木

県下最大級10万株のつつじが咲き誇ります。地元
ボランティアによるバザーなどが行われます。

きらら浜自然観察公園「野鳥写真展」
(～6/10)
28名の野鳥愛好家たちがおさめた122点の美しい
野鳥の写真を展示します。

ウォーキング角島観察会
12

土 家族で春の野草を楽しもう

角島夢崎～鯛の浦～望楼跡～灯台
※申込開始4/1(日)から

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

防府市青少年科学館ソラー
ル
対象：小学3年生～一般
(TEL：0835-26-5050)
定員：20人（先着順）
(FAX：0835-23-6855)
時間：13時～15時
(E-mail：
参加費：300円(要別途観覧料)
oubo@minos.ocn.ne.jp)
申込方法：来館、電話、FAX、
http://www.solarE-mail
hofu.sakura.ne.jp/

時間：10時～15時
場所：大平山山頂公園

防府市大平山山頂公園
(TEL：0835-38-0762)

時間：9時～17時(ビジターセ
ンターへの入館は16時30分ま
で)
集合場所：きらら浜自然観察 県立きらら浜自然観察公園
公園ビジターセンター
(TEL：0836-66-2030)
参加費：無料（19歳以上の方 http://kirara-h.com/
は入館料200円が必要です）
休園日：毎週月曜日(祝祭日の
場合は翌日)
定員：20名(先着順)
時間：9時30分～13時
(受付9時から)
集合場所：つのしま自然館
参加費：1人200円(保険、資料
代)※中学生以下は無料、保護
者同伴
持参物：昼食、飲み物、海辺
観察に適した服装

つのしま自然館
(TEL/FAX：083-786-0430)
E-mail：
tsunoshimakujira@ce.wakwa
k.com
http://www.tsunoshimashiz
enkan.com/
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12

土

対象：小学3年生～6年生の子
どもを含む家族
定員：5家族(応募者多数の場
合、抽選)
手作りザオとシカケdeさかなつり
時間：10時～15時
場所：大田原自然の家
竹ざおと自分で作ったシカケを使って小川で魚釣 参加費：1人650円〔(食事代、
り。
保険料、消耗品等)※3歳未満
で保護者の食事と兼用の場合
※申込期限4/23(月)
は20円〕シカケ代1セット100
円
申込方法：はがき、FAX、Email

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/

萩オープンガーデン2018(～20日)

12

土

オープンガーデンとは、個人宅の庭園を一般に開
放し訪れた方をおもてなしするという、イギリス
に端を発するすばらしい習慣に基づくものです。
萩市内の文化財施設の庭園や個人のお庭など25庭
場所：市内各所
園が、期間限定で特別に公開されます。

萩市観光協会
(TEL：0838-25-1750)

※各庭園を見学されるには、共通パスポート(有
料)が必要です。このパスポートがなければ個人
庭園等の入場ができません。
※有料施設を見学する場合には別途入場料が必要
です。(入場料割引等の特典あり)

13

日

定員：一般県民40人程度(応募
者多数の場合、抽選)
環境学習講座「秋吉台の植物観察」
時間：9時30分～15時30分
場所：秋吉台 真名ヶ岳周辺
秋吉台の真名ケ岳周辺を散策しながら、ヤマサギ (美祢市美東町赤)
ソウやカノコソウ、フナバラソウなどの春から初 集合場所：秋吉台長者ヶ原駐
車場
夏に咲く草花を観察しませんか。
参加費：無料
持参物：昼食
※申込期限4/27(金)
申込方法：はがき、申込用紙
を郵送又は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）
http://eco.pref.yamaguchi
.lg.jp/learning/

霜降山を歩こうかい
13

日

定員：20名
時間：10時～14時
霜降山の自然の変化を観察しながらの山歩きをし 参加費：会員は年会費1000
ます。
円、会員以外は100円/回
持参物：弁当、水、雨具、他
※申込期限5/12(土)

特製レンガ窯で焼く
13

日

小羽山ふれあいセンター
(TEL：0836-31-3677)

ピザ教室＆ビンゴ

定員：10組
時間：10時～14時
場所：ふれあいパーク大原湖
カップル、ペア、親子で楽しもう!
生地からソースまでの手作りピザ。仕上げは特製 参加費：1組2500円
持産物：エプロン、タオル、
レンガ窯でおいしく出来上がり。ピザ焼きの後
軍手
は、フィールドビンゴに挑戦。

ふれあいパーク大原湖
(TEL：0835-58-0200）
電話受付：9時～17時
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13

日

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴）
埴輪をつくろう!
定員：30名(※応募者多数の場
合、抽選)
加工しやすく乾燥しやすいという特徴を持つ素焼
時間：13時30分～15時30分
き調粘土を使って、古墳時代特有の焼き物である
場所：下松市市民交流拠点施
埴輪の製作に取り組み、古代の人々の知識や技術
設「ほしらんどくだまつ」工
について学習します。
作･工芸室
参加費：無料
※申込期限5/2(水)
申込方法：往復はがき、Email

自然観察教室「大平山の植物観察」
13

日 講師：野村勝一さん(ソラール科学教育指導員)
※小雨決行

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：10人（先着順）
時間：10時～正午
集合場所：大平山山頂公園駐
車場
参加費：300円
申込方法：来館、電話、FAX、
E-mail

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

防府市青少年科学館ソラー
ル
(TEL：0835-26-5050)
(FAX：0835-23-6855)
(E-mail：
oubo@minos.ocn.ne.jp)
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/

バードウォッチング入門②
～きらら浜の新緑と野鳥をたずねて～
13

13

日

日

時間：10時～12時
集合場所：きらら浜自然観察
新緑の中で、鳥たちは繁殖を始めています。園内 公園ビジターセンター
の野鳥を観察しながら、鳥たちの子育てについて 参加費：無料（19歳以上の方
は入館料200円が必要です）
を学びましょう。
持ち物：双眼鏡は無料で貸出
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。

対象：4才以上(小学生以下は
保護者同伴)
定員：20名
「カエルが待っている」
時間：9時～12時
田んぼはカエルの大合唱!
集合場所：秋芳梨選果場駐車
7種類のカエルに出会えるかな
場(集合した後、移動します)
参加費：無料
田んぼのビオトープに出かけてカエルを観察しま 持ち物：泥に汚れてもいい
す。
服、長靴、雨具、あみ、カエ
ルやオタマジャクシを入れる
※小雨の場合、観察会は行います。
容器
申込方法：参加申込書をEmail又はFAX

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

秋吉台エコ・ミュージアム
(TEL/FAX：08396-2-2622)
(E-mail：
akiyosiecomuseum@yahoo.co
.jp)

下関地区探鳥会
～狗留孫山の野鳥たち～

13

日

もうすぐ行楽の季節ですね、休日の過ごし方は決
まりましたか?野鳥の会では県内各地で探鳥会を
開催しています。
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
上、お越しください。

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：白石
(TEL：090-7446-5688)

※雨天中止
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てくてくまち歩き「上を向いて歩こう!」 対象：どなたでも
霜降山の樹木ウォッチングとドウダンツ 定員：40名(先着順)
時間：9時20分～12時
ツジ
19

土

場所：宇部市内(霜降山管理
管理道、馬の背ドウダンツツジ、馬の背池新緑と ゲート手前集合)
参加費：無料
上品な花、神秘的な池が魅力です!
持参物：タオル、飲み物
服装：歩きやすい服装
※申込期限5/18(金)

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

手ぶらで徳地和牛BBQ
19

20

土

定員：10組（先着順）
時間：11時～13時
新緑の大原湖で、地元のおいしい徳地和牛を家族 場所：ふれあいパーク大原湖
参加費：2000円（徳地和牛・
や友人と一緒にお楽しみください。
野菜・むすび2コ付）
持参物：タオル、軍手など
※雨天の場合は炊事棟で行います。

ふれあいパーク大原湖
(TEL：0835-58-0200）

対象：どなたでも
時間：10時～12時30分
受付時間：9時50分～
場所：田床山(萩市大字椿東
33-22)
集合場所：田床山いこいの広
場
参加費：無料
申込方法：電話、E-mail

山口なばの会
事務局(井上)
(TEL：090-5266-8371)
(E-mail：
inoueyuu1@nifty.com)

山口なばの会
日 田床山観察会
※事前申し込み必要

おおたばらどろんこむら
対象：3歳～小学校就学前の幼
～どろんこになってあそぼう！～(全4回) 児を含む家族

20

日

田んぼでのどろんこ遊び、魚のつかみ取りやそう
めん流し、いも堀り、もちつき、いもづるリース
作り等、四季を通じで自然の中での遊びを楽しも
う。
（5/20、9/2、10/28、12/2）
春：田んぼでどろんこ遊び、サツマイモ植えなど
夏：魚のつかみ取り、そうめん流しなど
秋：芋掘り、焼き芋大会など
冬：イモヅルでリース作り、餅つきなど
※申込期限4/30(月)必着

新緑の滑山国有林飯ヶ岳トレッキング

20

日

森林セラピー基地の森の案内人が一年を通じて、
季節の魅力あふれるトレッキングコースをご案内
します。
5月のコースは、森林セラピー基地の奥深く、滑
山国有林の最深部にある飯ヶ岳(937m)です。
山頂近くにはベニドウダンが花を咲かせます。国
有林を管理する山口森林管理事務所の同行もあ
り、森の案内人のガイドで植生豊かな飯ヶ岳の魅
力を楽しみます。
※申込期限5/11(金)

定員：20家族（応募者多数の
場合は抽選）
場所：周南市大田原自然の家
参加費：各回一人650円、就学
前幼児550円（食事代、保険料
等）3歳未満で保護者の食事と
兼用の場合は20円
年間 1家族1200円（活動に伴
う材料代、切手代等）
申込方法：はがき、FAX、Email

定員：20名(先着順)※定員に
なり次第、締切
時間：9時～15時
場所：ふれあいパーク大原湖
参加費：1000円(小中学生500
円※要保護者同伴)※別途活動
保険料としておひとり50円
持参物：昼食、飲み物、山歩
きできる服装、タオルセパ
レートタイプのカッパ(必
須)、登山靴(必須※ハイカッ
ト推奨)、手袋(※予備持参推
奨)、虫除け、健康保険証のコ
ピーなど
申込方法：電話、FAX、E-mail

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/

森林セラピー山口森の案内
人の会(山口市共催)
(TEL：0835-56-5234)
(FAX：0835-56-5235)
ytherapy@c-able.ne.jp
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26

26

土

定員：24名（先着順）
(小中学生、幼児の参加は要保
初夏の龍護峰
護者同伴）
時間：9時20分(受付開始)～15
初夏の龍護峰登山道沿いに生育する植物を観察し 時
集合場所：秋吉台家族旅行村
ます。
駐車場→登山口→御鉢山→龍護峰(昼食)→駐車場 駐車場
参加費：2000円（昼食、保険
料込)
※申込期限5/21(月)
持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具

土 木星を見る会

対象：一般（小学生以下は保
護者同伴）
定員：自由参加
時間：20時～22時
場所：山口博物館(天体観測
室)
参加費：無料

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/

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

手ぶらで徳地和牛BBQ
26

土

定員：10組（先着順）
時間：11時～13時
新緑の大原湖で、地元のおいしい徳地和牛を家族 場所：ふれあいパーク大原湖
参加費：2000円（徳地和牛・
や友人と一緒にお楽しみください。
野菜・むすび2コ付）
持参物：タオル、軍手など
※雨天の場合は炊事棟で行います。

ふれあいパーク大原湖
(TEL：0835-58-0200）

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
･タマネギ、ソラマメ、ジャガイモの収穫体験
組)(定員を超えた場合、抽選)
･サツマイモ、スイートコーンの植付体験
時間：午前の部10時～12時/午
後の部13時30分～15時30分
※午前･午後とも同じ内容ですので、どちらかに 参加費：1組500円
お申込みください
申込方法：はがき、ホーム
※5/26が雨天の場合、5/27に順延。5/27が雨天の ページ、携帯サイト(※電話、
場合中止。
FAXでのお申し込みは受け付け
※申込期間4/26(木)～5/10(木)必着
ておりません。)

山口県ひとづくり財団
県民学習部 学習振興課
(TEL:083-987-1710）
http://www.hito21.jp/

ふれあい農園教室～春の収穫体験～

26

土

美祢地区探鳥会
～秋吉台の夏鳥観察～

26

土

もうすぐ行楽の季節ですね、休日の過ごし方は決
まりましたか?野鳥の会では県内各地で探鳥会を
開催しています。
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
上、お越しください。

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時30分）
場所：美祢市秋吉台
集合場所：秋吉台長者ヶ森駐
車場(美祢市美東町)

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

※雨天中止

自然観察教室「植物観察と標本作り」
27

日 講師：野村勝一さん(ソラール科学教育指導員)
※小雨決行

対象：小学生～一般(小学生以
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：10時～正午
場所：ソラールサイエンス
パーク内
参加費：300円(要別途観覧料)
申込方法：来館、電話、FAX、
E-mail

防府市青少年科学館ソラー
ル
(TEL：0835-26-5050)
(FAX：0835-23-6855)
(E-mail：
oubo@minos.ocn.ne.jp)
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/
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27

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
海のネイチャーゲームの会
定員：30名(先着順)
時間：10時～13時
海にあるものを様々な感覚を使って感じてみよう 場所：キワ・ラ・ビーチ(宇部
市)
参加費：300円
申込方法：電話、FAX、E-mail

特製レンガ窯で焼く
27

日

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

ピザ教室＆ビンゴ

定員：10組
時間：10時～14時
場所：ふれあいパーク大原湖
カップル、ペア、親子で楽しもう!
生地からソースまでの手作りピザ。仕上げは特製 参加費：1組2500円
持産物：エプロン、タオル、
レンガ窯でおいしく出来上がり。ピザ焼きの後
軍手
は、フィールドビンゴに挑戦。

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

「心も体もリフレッシュ!きらめき秋吉台
ウォーク★」
対象：20歳以上の美祢市民
27

日

ウォーキング経験の有無を問わず、楽しんで
ウォーキングできます。秋吉台の草花の自然を感
じながら、みなさんで楽しく歩きませんか?
ウォーキングをとおして、心も体もリフレッシュ
しましょう!

定員：50名(先着順)
時間：8時50分～11時40分(受
付8時30分から)
会場：秋吉台科学博物館
参加費：500円(保険代、サン
ドウィッチ代を含む)

美祢市保健センター
(TEL：0837-53-0304)

※申込期限5/11(金)

そば打ち体験(4～6月)
(5/31、6/28)
31

木 打ったそば3人前(そばだし付き)をお持ち帰りい
ただきます。

定員：各日14人(抽選)
時間：13時30分～16時
体験料：1000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）

※申込期限：各月の20日まで

■□■□■参加者募集中■□■□■
６月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

岩国･玖珂地区探鳥会
～岩国市羅漢山の野鳥を訪ねて～
2

土

野鳥の会では県内各地で探鳥会を開催していま
す。
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
上、お越しください。

時間：9時～11時
場所：岩国市羅漢山
集合場所・時間：
JR岩徳線西岩国駅(8時)、
羅漢山スキー場駐車場(9時)

日本野鳥の会山口県支部
岩国･玖珂地区
担当：村中
(TEL：090-2807-3386)

※雨天中止
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周南地区探鳥会
～新探鳥ルート!～
3

日

時間：8時30分～14時
（集合時間：8時30分）
周南市寺山公園と鹿野奥の夏鳥観察と茶話会や巣 場所：周南市寺山公園～鹿野
箱作りをします。
奥
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも 集合場所：向道湖畔寺山公園
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
(西方寺)駐車場(周南市大向)
上、お越しください。
持参物：弁当

日本野鳥の会山口県支部
周南地区
担当：立野
(TEL：0834-26-2376)

※小雨決行

山口地区探鳥会
～島根県境の夏鳥観察～
3

日

野鳥の会では県内各地で探鳥会を開催していま
す。
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
上、お越しください。

時間：9時～12時
（集合時間：9時）
場所：山口市徳地柚木地区
集合場所：山里農産加工品販
売所駐車場(柚木小隣)(山口市
徳地柚木)

日本野鳥の会山口県支部
山口地区
担当：大畠
(TEL：080-6306-2900)

※雨天中止

自然観察教室「モリアオガエルの観察」
3

日 講師：山岡郁雄さん(山口大学名誉教授)
※小雨決行

対象：小学生～一般(高校生以
下は保護者も一緒にお申込み
ください。)
定員：20人（先着順）
時間：10時～正午
集合場所：国立山口徳地青少
年自然の家一般駐車場
参加費：300円
申込方法：来館、電話、FAX、
E-mail

防府市青少年科学館ソラー
ル
(TEL：0835-26-5050)
(FAX：0835-23-6855)
(E-mail：
oubo@minos.ocn.ne.jp)
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/

秋吉台の自然をたずねて

3

日

対象：一般(中学生以下保護者
同伴)
カッコウなど秋吉台の野鳥や植物を観察した後、 時間：8時～12時
県立きらら浜自然観察公園
エコミュージアムで秋吉台の自然について学びま (受付：7時30分～8時)
(TEL：0836-66-2030)
す。
集合場所：長者ヶ森駐車場
http://kirara-h.com/
参加費：高校生以上300円、小
※雨天決行
中学生100円(保険料)、未就学
※申込み必要
児無料
※申込期間5/3(木)～6/1(金)

下関地区探鳥会
～秋吉台の野鳥たち～
10

日

野鳥の会では県内各地で探鳥会を開催していま
す。
探鳥会は、野鳥に興味がある方なら、どなたでも
参加できます。会員以外の方もお誘いあわせの
上、お越しください。

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)

※雨天中止
対象：県民の小学生とその保
護者
定員：30名程度(応募者多数の
場合、抽選)
時間：10時～15時45分
場所：つのしま自然館、大浜
初夏のつのしまの美しい海岸線を歩いて、大浜海 海岸、夢ヶ崎(下関市豊北町角
岸の砂浜や夢ヶ崎の磯で育まれ、生活しているめ 島)
ずらしい生き物たちに出会ってみませんか?
参加費：無料
持参物：弁当、飲み物
※申込期限5/25(金)
申込方法：はがき、申込書を
郵送又はFAX

エコっこスクール2018
「親子で学ぼう つのしまの海辺の生き
物と自然環境-砂浜と磯を歩く-」
10

日

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)

8/10

初夏の昆虫観察
10

日
※申込期間5/10(木)～5/31(木)

モリアオガエルの観察と卵のレスキュー

10

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

10

16

日

対象：4才以上(幼小学生以下
は保護者同伴)
定員：20名
時間：9時～12時
場所：秋吉台エコ・ミュージ
アム周辺地域
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
申込方法：参加申込書をEmail又はFAX

秋吉台エコ・ミュージアム
(TEL/FAX：08396-2-2622)
(E-mail：
akiyosiecomuseum@yahoo.co
.jp)

時間：10時～12時
集合場所：きらら浜自然観察
公園ビジターセンター
参加費：無料（19歳以上の方
※雨天の場合は、館内から野鳥観察やビデオ上映 は入館料200円が必要です）
持ち物：双眼鏡は無料で貸出
を行います。
しいたします。

山口なばの会
土 長門市俵山観察会

山口なばの会
日 江汐公園観察会
※事前申し込み必要

地質めぐり(第１回)
17

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

バードウォッチング入門③
～ヨシ原のオオヨシキリ～

※事前申し込み必要

17

対象：小学生
定員：20名(※定員を超えた場
合、抽選)
時間：9時30分～12時30分
場所：鴻ノ峰
申込方法：往復はがき、Email

日
※申込期間5/17(木)～6/7(木)

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

対象：どなたでも
時間：10時～12時30分
受付時間：9時50分～
場所：頭振川緑の砂防公園周
辺
集合場所：頭振川緑の砂防公
園駐車場
参加費：無料
申込方法：電話、E-mail

山口なばの会
事務局(井上)
(TEL：090-5266-8371)
(E-mail：
inoueyuu1@nifty.com)

対象：どなたでも
時間：10時～11時30分
受付時間：9時50分～
場所：江汐公園(山陽小野田
市)
集合場所：江汐公園駐車場
参加費：無料
申込方法：電話、E-mail

山口なばの会
事務局(井上)
(TEL：090-5266-8371)
(E-mail：
inoueyuu1@nifty.com)

対象：一般
定員：26名(※定員を超えた場
合、抽選)
時間：13時～16時
場所：美祢市
申込方法：往復はがき、Email

県立山口博物館
(083-922-0294)
http://www.yamahaku.pref.
yamaguchi.lg.jp/
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17

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
柿の葉茶と苔玉づくり
レッジ美東
参加費：3000円〔（昼食、飲
ビタミンCがいっぱいの柿の葉茶を作ります。新 み物、保険、柿の葉茶、苔玉
緑の柿の葉を採取し、蒸して、ハイ出来上がり。 込み)/前日宿泊可8000円(1泊2
昼からは箱庭のミニ宇宙「苔玉」を作ります。あ 食、参加費含む)〕※小中学
なたのお気に入りの場所に置いて、柿の葉茶を飲 生、幼児 要保護者同伴
みながら、ホッとして下さい。
持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具

トンボ観察会
24

日
※雨天中止

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

時間：10時～12時
集合場所：きらら浜自然観察
公園ビジターセンター
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/

定員：各日14人(抽選)
時間：13時30分～16時
体験料：1000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）

そば打ち体験
28

木

打ったそば3人前(そばだし付き)をお持ち帰りい
ただきます。
※申込期限6/20(水)
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