自然とふれあう行事一覧表（３０年３月）
月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

ヨシ焼き

3

土

時間：10時～12時
ヨシ焼きは、ヨシ原の環境を維持し、丈夫なヨシ 場所：きらら浜自然観察公園
を育てるために行うもので、今年は東側半分を焼 参加費：無料（19歳以上の方
き払います。豪快に立ち上る炎は必見です。
は入館料200円が必要です）
持ち物：双眼鏡は無料で貸出
※荒天時は3/10(土)に延期
しいたします。
※安全確保のため、園路の一部を立ち入り禁止に
します。

エコっこスクール2017
「ときわ公園で学ぶ 私たちの環境と未
来のこと」
4

4

日

対象：県民の小学4～6年生
定員：35人程度
時間：8時50分～16時
場所：ときわミュージアム･世
ときわ動物園、ときわミュージアム･世界を旅す 界を旅する植物館･ときわ動物
る植物館での動植物の生態の観察、バックヤード 園(宇部市)※山口県セミナー
の仕事などを見学することを通して、環境保全の パークに集合し、バスで移動
大切さや、そのために自分が出来ることについて します。
参加費：無料(弁当各自持参)
考えます。
申込方法：はがき、申込用紙
を郵送又はFAX
※申込期限2/9(金)

日

対象：3歳～小学生の子どもを
含む家族
定員：10家族
あったか手打ちうどん工房
時間：9時30分～13時30分
場所：大田原自然の家
家族でふれあいながら有機無農薬の小麦粉をこね 参加費：1人600円、幼児500円
てうどんを作ろう!
(昼食代、保険料、消耗品等)
※3歳未満で保護者の食事と兼
※申込期限2/23(金)
用の場合は20円
申込方法：はがき、FAX、Email

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

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

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/

動物写真講座「親子で挑戦!一眼レフカメ
ラで動物写真を撮ろう!」

4

日

対象：親子20組(先着順)
時間：13時～16時30分
場所：ときわ動物園、体験学
習館モンスタ
※荒天の際は、屋外での撮影を中止し、屋内で動 参加費：無料(別途入園料が必
要)
物写真の撮り方について実技指導とします。
※一眼レフカメラは、㈱ニコンイメージングジャ 申込方法：電話
パン様の協力により貸与しますので、安心してご
参加ください。
動物写真家･内山晟氏による親子や初心者を対象
とした動物写真講座。

霜降山月例山行(3月)
末信橋をスタート･ゴールとする霜降山登山を行

4

日 います。
※9時までに末信橋に集合してください。
※集合場所などの詳細は、NPO法人霜降会のホー
ムページをご覧ください。

(公財)宇部市常盤動物園協
会
(TEL：0836-21-3541)
(FAX：0836-21-5099)
info@tokiwa-zoo.jp

対象：小学生以上(小学生は保
護者同伴)
定員：なし
時間：9時～12時(終了時間は
予定です)
場所：末信橋(集合場所)～霜
NPO法人霜降会
降山
(TEL:0836-21-5250)(凡喫茶
参加費：無料
内)
持参物：飲み物、雨具、軽い
おやつ
服装：帽子、長袖、長ズボ
ン、軍手など山歩きがしやす
い服装
申込方法：事前申し込み不要

1/9

～まぼろしの地底湖めざして～
親子の洞くつ探検
大人のグループも大歓迎!(～11日)

10

土

日本ジオパークに認定された「Mine秋吉台」の中
でも象徴的な「秋芳洞」の普段入れない奥を探検
します。
そこには、山もあり、川もあり、おもしろい形の
岩もあり、そしてその奥に地底湖があります。難
易度の高いこの琴ヶ淵コースへ親子や大人のグ
ループでチャレンジし、達成感を味わいましょ
う!

対象：小学5年生以上の親子及
び一般
定員：20名
時間：14時～翌日12時30分
場所：秋吉台青少年自然の家
参加費：大人3500円(19歳以
上)、小学生2500円、中学･高
校生2700円(食事代、入洞料、
保険料、クラフト材料代、そ
の他)
申込方法：はがき、FAX、Email

秋吉台青少年自然の家
(TEL：08396-2-0581)
(FAX：08396-2-0582)
E-mail：akishoji@cable.ne.jp)
http://www.cable.ne.jp/~akishoji/

※申込期限2/21(水)必着

FUREPAKUフェスタ2018(～11日)
10

土

家族も友達もおとなりさんもみんな誘っておいで 時間：10日(13時～20時)、
ませ☆
11日(9時～15時)
かんたん工作、スポーツ体験、ステージショーな 場所：由宇青少年自然の家
ど、手軽に♪安くて♪楽しい♪企画満載です。
※詳しい情報は随時由宇青少年自然の家ホーム
ページ、Facebookで更新します。

インラインスケート教室

10

土

自然の中で多くの仲間とインラインスケートをす
ることで、楽しく運動し、仲間や家族とのふれあ
いを深めます。当日は「ふれパクフェスタ」「星
空探検団」も開催します。
※貸し出し用のインラインスケート(サイズ：17
㎝～28㎝)、プロテクター、ヘルメットもござい
ます。サイズの数には限りがございます。
※申込期間：2/10(土)～14(水)(8：30～17：00)

対象：興味のある方どなたで
も
定員：30名程度(応募者多数の
場合、抽選)
時間：14時～17時(受付：13時
～)
場所：山口県由宇青少年自然
の家(ふれあいパーク)
参加費：148円（保険料、施設
使用料）
準備物：運動のできる服装、
着替え、タオル、インライス
ケート、プロテクター、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/

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/

星空探偵団4
10

土

対象：興味のある方
時間：19時40分～
山口県ふれあいパークイベント「ふれパクフェス 場所：山口県由宇青少年自然
タ」1日目の夜に開催します。みんなで星空の観 の家(ふれあいパーク)
察をしましょう。
定員：なし(当日自由参加)

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/

※くもり･雨天は中止

樹木医が語る向島の寒桜

10

土

定員：20名(先着順)
時間：10時～11時45分
防府市の向島小学校にある、樹齢90年を超える寒 場所：防府市向島公民館(防府
桜(県指定天然記念物)について、樹木医が解説し 市大字向島636番地の7)
ます。自然環境の保全や自然とのふれあいの大切 ※向島小学校に移動し、寒桜
さについて学べる講座です。
の観察も行います。
受講料：無料
講師 中村裕三さん(樹木医)
申込方法：電話

防府市生活安全課
環境政策室 環境政策係
(TEL：0835-25-2328)
※受付は平日8時15分～17時
まで

※申込期限3/6(火)

2/9

10

土

定員：20名(先着順)
時間：9時30分～13時
角島探鳥会～春の渡り鳥を観察しよう!～ 場所：角島一円
集合場所：つのしま自然館
参加費：1人200円〔(保険、資
※申込期限3/8(木)
※中止または順延の場合は、つのしま自然館ホー 料代)(中学生以下は無料、保
護者同伴)〕
ムページで事前にお知らせします。
持参物：昼食、飲み物、防寒
着等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/

バードウォッチング入門⑫
～春を迎えた鳥たち～
11

日

時間：10時～12時
集合場所：きらら浜自然観察
春になると、鳥たちの姿や行動に変化が出てきま 公園ビジターセンター
す。
参加費：無料（19歳以上の方
春を迎えて変化した鳥たちの様子を観察してみま は入館料200円が必要です）
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。

小野湖オシドリウォッチング
11

日

時間：13時30分～16時
小野湖は国内有数のオシドリの飛来地。オシドリ 集合場所：アクトレッジおの
が観察できる場所までご案内します。観察の後に 駐車場
は楽しいティータイムもご用意しております。
参加費：無料
※双眼鏡の貸し出しあります。

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

宇部野鳥保護の会事務局
担当：渡部
(TEL：0836-51-4664)
(携帯：090-8063-0132)
(E-mail：j-tanaka@cable.ne.jp)

ちいさな森カフェ

11

日

時間：9時30分～15時30分
場所：森林セラピー山口(山口
市徳地野谷1842)
参加費：無料(一部体験料をい
ただくものがあります。)
持参物：昼食、軽食、飲み
物、散策しやすい服装と靴、
防寒着、マイカップなど
申込方法：お申込みは不要で
※雨天順延予定日3/18(日)
※延期の場合は前日昼までに森林セラピー山口の す。当日、受付時間内(9時～
15時)にお越しください。
サイトで告知します。
※近くにコンビニエンスストアや商店はありませ
ん。
森林セラピー基地の森の案内人が、１日限定のち
いさな森カフェをオープンします。早春の森歩き
メニューもあります。会場には、ちいさなお子様
から遊べる「木育ひろば」を新設し、屋内ではク
ラフトやリラクゼーション体験もご用意していま
す。

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名(先着順)
時間：10時～15時30分(9時30
ネイチャーゲームを通して自然とふれあおう!
シイタケの菌打ちや餅つきを体験しながら、先人 分から受付)
場所：二俣瀬ビオトープ(宇部
たちの里山暮らしを感じよう!
市)
参加費：700円
※申込期限3/8(木)
申込方法：電話、FAX、E-mail

里山ネイチャーゲームの会
～里山の旬を感じよう!～
11

日

森の案内人の会(共催：山口
市)
(TEL：0835-56-5234)
(FAX：0835-56-5235)
(E-mail：ytherapy@cable.ne.jp)

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

3/9

定員：20名(先着順)
時間：9時～15時
場所：宇津木の里(山口市下小
春の里山体験を通じて森林の恵みや楽しさを実感 鯖千坊)
していただこうと、森林ボランティアグループ
参加費：大人(中学生以
「宇津木の里」が、山口市下小鯖で「春の里山交 上)1000円、小学生500円、幼 宇津木の里事務局
(担当：徳本)
流会」を開催します。
児は無料
当日は枝打ちやしいたけ駒打ちなど、日常では経 持参物：飲み物、軍手、タオ (TEL：080-5613-7299)
験できない里山体験メニューが行われます。
ル、軽食(ピザと煮麺を準備し
ています)
※小雨決行
服装：作業可能な服装
※申込期限3/7(水)
申込方法：電話

春の里山交流会

11

日

ノルディックウォーキング指導者養成講
習会を開催します
講師：NPO法人日本ノルディックウォーキング協
会 マスタートレーナー

11

第1部

机上講習(1時間)＋基礎･基本動作編(2時

第2部

実地講習･応用編＋質疑応答(2時間)

日 間)

※小雨実施(当日の天候で講習内容を変更する場
合があります。雨天時：体育館)
※申込期限3/5(月)
※市外、県外の方でも受講できます。

11

日

対象：3歳～小学生の子どもを
含む家族
定員：10家族
手作りピザ工房
時間：9時30分～13時30分
場所：大田原自然の家
家族でふれあいながら有機無農薬の小麦粉をこね 参加費：1人650円、幼児500円
てピザを作ろう!
(昼食代、保険料、消耗品等)
※3歳未満で保護者の食事と兼
※申込期限2/23(金)
用の場合は20円
申込方法：はがき、FAX、Email

月

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：1300円（食費・教材
費・お茶代）
持参物：軍手
申込方法：電話、FAX、E-mail

森の手作り教室
～椎茸の菌打ち体験&クラフト～(～13日)
12

対象：ノルディックウォーキ
ングを経験済みで普及と指導
に意欲のある方
定員：20名(定員になり次第締
切)
会場：阿知須地域交流セン
ター1階第一講座室
時間：10時～16時
講習費：11000円(内訳：講習
費6500円、公認登録料2000
円、年会費1000円、テキスト
代1500円)※講習用資料等含む
申込方法：FAX、E-mail

※動きやすい服装でお越しください。

山口ノルディックウォーキ
ングクラブ(阿知須地域交流
センター内)
(FAX；0836-65-4013)
(E-mail：
ajisu@city.yamaguchi.lg.j
p)

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/

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)

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

17

土

時間：19時～21時
場所：国立山口徳地青少年自
然の家
冬の星座・すばる・天の川(冬)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 申込方法：電話、E-mail
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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春のアドベンチャー教室～マウンテンバ
イクで30㎞を走ろう～

17

土

対象：小学4～6年生
定員：18名(定員を超えた場
合、抽選)
マウンテンバイク(走行距離約30㎞)、調理活動な 時間：10時～翌日15時30分
ど
場所：山口県十種ヶ峰青少年
【雨天時】森のチャレンジコース、とくさがみね 自然の家
チャレンジ･ゲームなど
参加費：1500円(食事代〔3
食〕、シーツクリーニング
※マウンテンバイク、ヘルメットなどは用意しま 代、保険料等)
す。
申込方法：FAX、E-mail
※申込期限3/2(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@c-able.ne.jp)
http://www.cable.ne.jp/~seed10/

てくてくまち歩き「則貞から岬(見崎)、
江戸期の海岸線を歩く」
24

土

対象：どなたでも
定員：40名(先着順)
宇部市観光推進課
伊能忠敬測量隊の海岸線と3つの亀とは?
時間：9時30分～12時
キーワードは、則貞の塩浜跡、末冨大明神廟碑、 場所：宇部市内(山口宇部空港 (TEL：0836-34-8353)
(FAX：0836-22-6083）
岬墓地、常盤池用水岬末端、旧沖見初炭鉱坑道、 国際線ターミナル前集合)
住吉神社廟碑、岬八王子漁港、飛行場防音丘陵。 参加費：無料
※申込期限3/23(金)

対象：小学生以上(小学生は保
護者同伴)
受付場所：①佐々並公民館/②
旭イベント広場
受付時間：①佐々並コース/7
時30分～8時30分②明木コース
/8時30分～9時30分
コースは①佐々並コース(20.3㎞)、②明木コース 参加料：1000円(高校生以下、
(11.3㎞)、の2コースあります。
75歳以上は無料)※お弁当を希
望される場合、別途500円が必
※雨天決行
要です。
※参加申込書は、萩市民体育館、萩市役所総合案 申込方法：専用振替払込用紙
内、各総合事務所地域振興部門、各公民館に備え に、参加費及び弁当代(希望者
付けてあります。(※萩市外の方の申込書の請求 のみ)を添えて、萩市民体育館
は萩市民体育館内スポーツ振興課(TEL0838-25へ持参か、最寄りのゆうちょ
7311)へ)
銀行または郵便局窓口(払込手
※申込期限：2/28(水)
数料別途必要)にてお申し込み
下さい。

萩往還ワンデーウオーク2018
～吉田松陰先生や高杉晋作などの維新の
志士たちが駆け抜けた歴史の道を歩こう
～

24

土

萩往還ワンデーウオーク実
行委員会事務局
(萩市民体育館内)
(TEL：0838-25-7311)
(FAX：0838-25-7312)
http://www.city.hagi.lg.j
p/

日本最古の長登銅山露天掘り跡の探検

24

土

長登銅山の露天掘り跡の登山や坑内の探検をし
て、奈良の大仏の原料を産出した古代に思いを馳
せます。
冬場でないと登山困難な榧ヶ葉山山頂の露天掘り
跡を探検し、大切8号坑「謎の五星文」や10号坑
内を見学し、古代の採掘の様子を探ります。

定員：30名（先着順）
時間：9時30分～15時30分
集合場所：長登銅山文化交流
館(大仏ミュージアム)
参加費：2000円（昼食代、傷
害保険加入料)
持参物：野外活動・ウォーキ
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
(TEL：0837-63-0055)
http://www.akiyoshidaiecotour.org/

※急斜面の登山になります。
※応募期限3/19(月)

自然に納得!「天気のミカタ」セミナー

24

土

KRY山口放送気象予報士の山本昇治さんから、四
季の風物詩、驚きの気象現象、雲の楽しみ方、そ
して気象災害から身を守るポイントまで幅広く学
びます!
午後からは、季節を感じるネイチャーゲームを楽
しみながら、みんなで自然とふれあいます!
※応募締切3/21(水)
※定員になり次第締切

対象：18歳以上でネイチャー
ゲームや自然とのふれあいに
関心がある方
定員：30名(先着順)
時間：10時～16時
場所：山口県セミナーパーク
(山口市)
参加費：無料
申込方法：電話、E-mail

山口県シェアリングネイ
チャー協会事務局
(担当：和田)
(TEL：090-3744-6678)
(FAX：0836-65-4214)
(E-mail：k-nirusu@cable.ne.jp)
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「ながとまち旅コレクション･プレ大会」
マイナスイオンたっぷり!歩きながら旬の 定員：10名(先着順)
時間：10時～12時(集合時間9
(一社)長門市観光コンベン
山菜採り (3/24、4/7)
時50分)
24

土

山歩きと山菜採り!沢わさび、タケノコ、クレソ
ン、タラの芽、セリなど採れたての天ぷらとコシ
ヒカリおむすびを食べよう!お得な俵山温泉入浴
券付です。
※申込期限：実施日の5日前まで
(定員になり次第、締切)

そば打ち体験(1～3月)
(1/28、2/27、3/25)
25

日 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。

集合場所：俵山上政営農倉庫
(長門市俵山5494）
参加費：3000円
服装･持参物：長靴、山歩きに
適した服装
申込方法：電話、FAX、E-mail

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

ション協会
(TEL：0837-22-8404)
(FAX：0837-22-8409)
(E-mail：post@nanavi.jp)
※TEL、FAXでの受付は平日8
時30分～17時まで

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

「ながとまち旅コレクション･プレ大会」
草木でオリジナルハンカチとスカーフを 定員：20名(先着順)
時間：9時30分～15時(集合時
(一社)長門市観光コンベン
染めましょう (3/25、3/29、4/5)
間9時)
25

日

地元で採れた草木で、簡単な「しぼり染め」をし
ます。1日がかりの仕事になるので昼ごはんにお
いしいむすびを握り、みんなで食べましょう(料
金に昼食代が含まれています)。
※申込期限：実施日の7日前まで
(定員になり次第、締切)

25

山口なばの会
日 ベニヤマタケ観察会
※事前申し込み必要

集合場所：木津区民館(長門市
俵山1336-2）
参加費：3000円(ハンカチ)、
もしくは4000円(スカーフ)
服装･持参物：エプロン
申込方法：電話、FAX、E-mail

対象：どなたでも
時間：10時～12時
受付時間：9時50分～
場所：秋吉台(美祢市秋芳町)
集合場所：秋吉台長者が森駐
車場
申込方法：電話、E-mail

ション協会
(TEL：0837-22-8404)
(FAX：0837-22-8409)
(E-mail：post@nanavi.jp)
※TEL、FAXでの受付は平日8
時30分～17時まで

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

「ながとまち旅コレクション･プレ大会」
草木でオリジナルハンカチとスカーフを 定員：20名(先着順)
時間：9時30分～15時(集合時
(一社)長門市観光コンベン
染めましょう (3/25、3/29、4/5)
間9時)
29

木

地元で採れた草木で、簡単な「しぼり染め」をし
ます。1日がかりの仕事になるので昼ごはんにお
いしいむすびを握り、みんなで食べましょう(料
金に昼食代が含まれています)。
※申込期限：実施日の7日前まで
(定員になり次第、締切)

集合場所：木津区民館(長門市
俵山1336-2）
参加費：3000円(ハンカチ)、
もしくは4000円(スカーフ)
服装･持参物：エプロン
申込方法：電話、FAX、E-mail

定員：24名（先着順）
(小中学生、幼児の参加は要保
護者同伴）
時間：9時20分(受付開始）～
山焼き直後の龍護峰登山沿いに生育する植物を観 15時
察する。
集合場所：秋吉台家族旅行村
コース 秋吉台家族旅行村駐車場→御鉢山→龍護 駐車場
峰(昼食)→駐車場
参加費：2000円（昼食代込）
持参物：野外活動・ウォーキ
※申込期限：3/26(月)
ングに適した服装、靴、雨具

ション協会
(TEL：0837-22-8404)
(FAX：0837-22-8409)
(E-mail：post@nanavi.jp)
※TEL、FAXでの受付は平日8
時30分～17時まで

早春の龍護峰
31

土

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/
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■□■□■参加者募集中■□■□■
４月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

「ながとまち旅コレクション･プレ大会」
草木でオリジナルハンカチとスカーフを 定員：20名(先着順)
時間：9時30分～15時(集合時
(一社)長門市観光コンベン
染めましょう (3/25、3/29、4/5)
間9時)
5

木

地元で採れた草木で、簡単な「しぼり染め」をし
ます。1日がかりの仕事になるので昼ごはんにお
いしいむすびを握り、みんなで食べましょう(料
金に昼食代が含まれています)。
※申込期限：実施日の7日前まで
(定員になり次第、締切)

集合場所：木津区民館(長門市
俵山1336-2）
参加費：3000円(ハンカチ)、
もしくは4000円(スカーフ)
服装･持参物：エプロン
申込方法：電話、FAX、E-mail

ション協会
(TEL：0837-22-8404)
(FAX：0837-22-8409)
(E-mail：post@nanavi.jp)
※TEL、FAXでの受付は平日8
時30分～17時まで

万倉の大岩郷･金毘羅参拝と大岩郷で餅つ
定員：20名（先着順）
き
(小中学生、幼児の参加は要保

7

7

土

土

護者同伴）
のどかな春の一日に、大岩郷付近を歩いてみませ 時間：9時45分(受付開始）～
んか。山頂にある金毘羅の祠を訪ねたあと、整備 14時
された大岩郷の広場にて、餅つきを行います。
集合場所：万倉の大岩郷駐車
場
コース 大岩郷岩巡り→金毘羅山→広場で餅つき 参加費：2000円（昼食代、保
→解散(→希望者のみ桜山総合公園へ移動し、美 険、資料代込）
祢市の地質を学習します)
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4/2(月)

対象：各種目を完走できる健
康な方。ただし、高校生以下
第37回田布施川桜まつりロードレース大 は保護者の同意を得て参加し
てください。また、未就学者
会
は保護者の同伴が必要です。
受付時間：8時～9時
コースは、さくら橋～田布施川付近周回～さくら 会場：山口県熊毛郡田布施町
橋(スタート・フィニッシュ)とする2㎞、5㎞(中 田布施川さくら橋周辺
学生以上)、10㎞(高校生以上)の3種目あります。 参加費：一種目につき大人(高
ゲストランナー谷本有紀菜(田布施町出身)
校生以上)2500円、小人(中学
生以下)1000円
※小雨決行
申込方法：①インターネット
※申込期限2/28(水)
サイト(RUNNET)②田布施町ス
ポーツセンター窓口の専用申
込用紙

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/

田布施町スポーツセンター
田布施川桜まつりロード
レース大会実行委員会
(TEL/FAX：0820-52-3832)

「ながとまち旅コレクション･プレ大会」
マイナスイオンたっぷり!歩きながら旬の 定員：10名(先着順)
時間：10時～12時(集合時間9
(一社)長門市観光コンベン
山菜採り (3/24、4/7)
時50分)
7

土

山歩きと山菜採り!沢わさび、タケノコ、クレソ
ン、タラの芽、セリなど採れたての天ぷらとコシ
ヒカリおむすびを食べよう!お得な俵山温泉入浴
券付です。
※申込期限：実施日の5日前まで
(定員になり次第、締切)

集合場所：俵山上政営農倉庫
(長門市俵山5494）
参加費：3000円
服装･持参物：長靴、山歩きに
適した服装
申込方法：電話、FAX、E-mail

ション協会
(TEL：0837-22-8404)
(FAX：0837-22-8409)
(E-mail：post@nanavi.jp)
※TEL、FAXでの受付は平日8
時30分～17時まで
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8

バードウォッチング入門①
日 ～さえずる鳥を観察しよう～
※雨天時は室内からの観察となります。

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/

秋吉台お花見･わらび採りWALK＆美東ごぼ
うの種まき

15

15

日

日

定員：20名（先着順）
(小中学生、幼児の参加は要保
護者同伴）
時間：9時50分(受付開始)～14
時
集合場所：体験民宿ほっとビ
レッジ美東
参加費：3000円（昼食、飲み
コース 体験民宿ほっとビレッジ美東→秋吉台わ 物、保険料、トロン温泉入浴
らび採り→ドリーネ畑(植付け)→ほっとビレッジ 券込)〔前日宿泊可8000円(1泊
2食、参加費込み)〕
美東(昼食)
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。
※申込期限4/10(火)
草原の春の贈り物「わらび採り」とお花見をし、
又、昭和20年代から60年振りに甦ったドリーネ畑
で、赤郷特産の「超!うまい」美東ごぼうの種ま
きをします。
ドリーネ畑を通して、秋吉台と周辺地域の人々と
の係わりを考えてみませんか。

対象：小学生以上の走ること
が好きな方ならどなたでも
定員：300名(先着順)
第30回大原湖さくらロードレース大会
時間：10時～12時30分(予定)
(受付：9時～)
山口市徳地の自然をしっかり体感できます。木々 受付場所：ふれあいパーク大
に囲まれた中を走って心も体もリフレッシュしま 原湖オートキャンプ場
参加費：1人1000円(当日集金)
せんか。
申込方法：参加申込書をさく
らロードレース大会実行委員
※申込締切3/7(水)必着
会事務局へ①郵送、②持参、
③E-ｍａｉｌ(※FAX不可)

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/

大原湖さくらロードレース
大会実行委員会事務局
(徳地地域交流センター内)
(TEL：0835-52-0217)
(E-mail：
tokuji@city.yamaguchi.lg.
jp)

陶ケ岳体験登山教室

21

土

疲れない山の歩き方や地図の読み方を学びながら
楽しく登山してみませんか?
講師 山口県山岳･スポーツクライミング連盟
ルート セミナーパークをスタート･ゴール①陶
ケ岳(初心者向き)②陶ケ岳⇒火の山(体力に自信
のある方)
※コースは当日選ぶことができます
※雨天時には室内での講義及びボルダリング体験
を行います

定員：50名程度(お子さまは小
学4年生以上)※小学生は保護
者同伴でお願いします
時間：10時～15時30分
山口県ひとづくり財団
集合場所：山口県セミナー
県民学習部 学習振興課
パーク研修室205
(TEL：083-987-1710)
参加費：無料
持参物：弁当、飲み物、軍手
申込方法：電話のみ

※受付開始3/22(木)8時30分から
※先着順で定員になり次第締切とさせていただき
ます

春の植物観察会
22

日
※雨天中止

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/
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定員：24名（先着順）
(小中学生、幼児の参加は要保
護者同伴）
龍護峰登山道沿いに生育する植物の4月の様子を 時間：9時20分(受付開始)～15
観察したあと、「ドコモ 秋吉さくらの森」のサ 時
集合場所：秋吉台家族旅行村
クラを楽しむ。
コース 駐車場→登山口→御鉢山→龍護峰(昼食) 駐車場
参加費：2000円（昼食代、保
→「ドコモ 秋吉さくらの森」→駐車場
険料込み)
持参物：野外活動・ウォーキ
※申込期限4/17(火)
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
(TEL：0837-63-0055)
http://www.akiyoshidaiecotour.org/

定員：親子･一般を対象に50名
時間：10時～14時30分
参加費：26才以上600円、19才
以上25才以下550円、19才未満
500円(施設使用料〔19才以
上〕、保険代、材料費〔昼
食〕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/~seed10/

対象：どなたでも
時間：10時～12時
受付時間：9時50分～
場所：大原湖愛鳥林(山口市徳
地)
集合場所：大原湖愛鳥林駐車
場
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)

時間：9時～16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/

春らんまの龍護峰

22

日

とくさがみね自然体験プログラム
山菜採りに出かけよう
22

日

春の山を散策して、山菜を見つけよう!
※申込期限4/6(金)

22

山口なばの会
日 大原湖観察会
※事前申し込み必要

29

日 きらら浜自然観察公園春まつり
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