自然とふれあう行事一覧表（２９年４月）
４月

行

事

名

場所・時間等

連絡先

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

1

土

月・冬のダイヤモンドとアルデバラン食を観察し
ます。
途中参加・途中退室が可能です。ご家族・グルー
プでのお申込み大歓迎！
※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。

1

土

時間：18時30分～20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）

対象：小学生以上(低学年は保
護者の同伴必須)
時間：9時～16時
(受付:8時40分～)
集合場所：下関市深坂自然の
みさかカヌースクール
森・森の家下関
※雨天中止の場合、当日朝にご連絡させていただ 開催場所：宇部市アクトビ
レッジおの
きます。
参加費：800円
※事前申込必要
持参品：弁当、水筒、タオ
ル、着替え(靴含む。)、ぬれ
ても良い服、ぬれても良い靴
など

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)

みさかの森自然学校
(TEL：083-259-8555)
http://misakanaturalfores
t.com/

周南地区探鳥会

2

日

下松市笠戸島大城岬と家族旅行村の桜と野鳥
初めての探鳥地、下松市笠戸島で満開の桜を楽し
みながら探鳥します。探鳥会後、新装になった国
民宿舎「大城」でバイキングランチや温泉を楽し
むこともできます。

時間：8時30分～12時
（集合時間：8時）
場所：下松市笠戸島大城岬と
家族旅行村
集合場所：下松市家族旅行村
駐車場

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

※雨天中止

2

日

大正洞桜まつり

時間：10時～15時
大正洞入口に並ぶ桜並木が美しいです。会場には 場所：秋吉台エコ・ミュージ
地元特産品などのバザーも出店されます。
アム前

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

JRふれあいWalk
長門湯本温泉で春を満喫！
～萩焼の里と大寧寺古道・史跡と桜めぐ
り～

2

日

旧街道沿いにある駅と駅を“ひと”で結び、遠
征の史跡や名所を訪ね歩くシリーズウォークで
す。音信川沿いに広がる湯のまち「長門湯本温
泉」を古地図を片手に散策します。旧街道から大
寧寺へ参拝し、子どもが授かると言い伝えられて
いる「餅つき地蔵」などもめぐります。清らかな
水流れる山間の萩焼の里めぐりと桜の名所「大寧
寺」でうららかな春を満喫しませんか！

時間：9時30分～14時30分
集合場所：JR長門市駅
参加費：1500円（保険料、弁
当代）※JR運賃(380円)は個人
負担です。
定員：30名

長門市観光コンベンション
協会
(TEL：0837-22-8404)
(FAX：0837-22-8409)

※小雨決行
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あとう桜まつり
2

日 徳佐八幡宮参道の桜のトンネルを抜けると音楽と 時間：9時30分～12時

特産品が皆様をお待ちしています。 春の日差し 場所：徳佐八幡宮広場
を浴びながら、楽しい一日をお過ごしください。

みんなで楽しむ天体観測
4

火 木星と春の星座を観測しよう。
※雨天時はプラネタリウム上映
※申込期限3/28(火)

5

水

対象：一般(中学生以下は保護
者同伴)
定員：30人(先着順)
時間：19時～20時30分
場所：山口県セミナーパーク
天体観測場、プラネタリウム
室
申込方法：電話、FAX、E-mail

対象：小学生以上(低学年は保
護者の同伴必須)
時間：9時～16時
(受付:8時40分～)
集合場所：下関市深坂自然の
みさかカヌースクール
森・森の家下関
※雨天中止の場合、当日朝にご連絡させていただ 開催場所：宇部市アクトビ
レッジおの
きます。
参加費：800円
※事前申込必要
持参品：弁当、水筒、タオ
ル、着替え(靴含む。)、ぬれ
ても良い服、ぬれても良い靴
など

NPOあとう
(TEL：083-956-2526)

山口総合教育支援センター
教育支援部・学校支援班
(セミナーパーク内)
(TEL：083-987-1190)
(FAX：083-987-0209)
(E-mail：
gakko@center.ysn21.jp)

みさかの森自然学校
(TEL：083-259-8555)
http://misakanaturalfores
t.com/

今富ダムと万倉歴史散策

8

土

定員：100名（先着順）
時間：9時～13時頃
今富ダムの湖畔に広がる地形を自然のまま利用し 集合場所：万倉ふれあいセン
ている公園は約500本のソメイヨシノが咲き誇る ター
桜の名所です。
参加費：500円（ぜんざい・楠
ソメイヨシノをはじめ多種の桜が順次咲きほころ 四季菜市お買物券300円分(当
ぶ春の遊歩道、そして歴史を感じる万倉の空気。 日有効)付)
さあ、いっしょに歩いてみませんか。(約4km)
持参物：飲み物、タオル、帽
子、手袋、雨天時の雨具など
※小雨決行 荒天中止
(昼食は各自ご準備ください)
（雨天時の中止は、当日朝7時に決定します）
申込方法：電話、FAX、メール
※申込期限3/24(金)

宇部市北部総合支所土木課
(TEL：0836-67-2815)
(FAX：0836-67-2293)
(E-mail：kususisetu@city.ube.yamaguchi
.jp

カヌー遊び＆徳地和牛のバーベキュー

8

土

早春の大原湖をカヌーで散歩、昼食は徳地和牛の
定員：10組（先着順）
バーベキューをお楽しみください。
時間：10時～14時
場所：ふれあいパーク大原湖
※申込期限4/1(土)
※小学生以下の方は子供２人でカヌーに乗ること 参加費：2500円
申込方法：電話
はできません。
※雨天はバーベキューのみ
※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。

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
みんなで桜もち作りに挑戦し、作った桜もちを
時間：10時～15時30分
持って花見をしよう。桜の木だけでなく、桜の木 場所：ときわ少年キャンプ場
とともに春を彩る様々な自然にも目をむけてみよ
（宇部市）
う。
参加費：400円
申込方法：電話、FAX、E-mail

春のネイチャーゲームの会
8

土

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

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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バードウォッチング入門①
～鳥のさえずりを聴いてみよう～

9

日

春の公園は鳥たちのさえずりが響きます。
鳥たちのさえずりを聴いて、それぞれの違いやさ
えずりの意味を学びます。それぞれ特徴ある美し
いさえずりを聴いてみましょう。

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。

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

対象：小学新１年生～一般
定員：10人
時間：10時～12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

※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。

自然観察教室
～サクラの観察～
9

日 ※小雨決行
※事前申込必要

春を楽しむ会
～お花見と山菜採り～
9

日

定員：30人
時間：10時～14時
場所：山口市宮野上岩杖「森
・散策道を散策
・昼食はドラム缶で作ったピザ窯で、ピザを焼き の夢」
参加費：中学生以上800円、小
ます。(雨天時は施設内で行います)
みんなでピザ生地をのばしたり、トッピングし 学生以下400円
その他：服装は長袖・長ズボ
て食べる焼き立てピザはおいしいですよ！
ン、軍手持参

マロニエの森の会
事務局（杉山）
(TEL:083-928ｰ0614)
(携帯：090-9796-3403）
(FAX:083-928-0638)
http://ww5.tiki.ne.jp/~sh
ro/toppu.htm

※雨天の場合は、施設内でできることをする予定
※申込期限4/4(火)

天体観察教室
～春の星座をみよう～
15

土
※事前申込必要

対象：小学新１年生～一般
定員：20人
時間：19時30分～21時
場所：防府市青少年科学館ソ
ラール
参加費：無料
※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

タケノコ掘り体験
～やまぐち森林づくり県民税事業地で旬
の食材探し～

15 土

定員：30名程度（先着順）(小
学生以下は要保護者同伴)
時間：10時30分～12時
(受付:10時～)
県民の皆様に県民税事業による竹林の伐採状況を
場所：山口市阿東生雲東分字
見ていただくとともに、県民税の趣旨や使途、竹
林整備の必要性等について楽しみながら理解を深 原 地内
参加費：無料
めていただくことを目的に、「タケノコ掘り体
持参物等：作業のできる服
験」を開催します。
装、運動靴または長靴、軍
手、雨具、飲み物、タケノコ
※掘り取り用のクワは主催者で準備します。
持ち帰り用の袋
※少雨決行
※申込期限4/7(金)

山口県山口農林事務所
森林部
担当：野村、谷本
(TEL：083-922-6700)
(FAX：083-922-6710)
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秋吉台エコツアー
～龍護峰と「秋吉さくらの森」を楽しも
う！～

15

土

定員：24名（先着順）
時間：9時20分～15時
集合場所：秋吉台家族旅行村
龍護峰登山道の足元に春一番に咲く草原の草花を 駐車場
楽しんだあと、家族旅行村にオープンして2年目 参加費：2000円（昼食代、保
の「ドコモ 秋吉さくらの森」を散策します。
険料込）(小中学生、幼児 要
保護者同伴）
秋吉台家族旅行村駐車場→登山口→御鉢山→龍護 持参物：野外活動・ウォーキ
峰（昼食）→「ドコモ 秋吉さくらの森」→秋吉 ングに適した服装、靴、雨具
台家族旅行村駐車場

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/ecotour/?sid=
17

※申込期限4/10(月)

秋吉台エコツアー
～秋吉台お花見・わらび採りWALK＆美東
ごぼうの種まき～

16

日

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。

定員：20名（先着順）
時間：9時30分～14時
集合場所：体験民宿ほっとビ
レッジ美東
参加費：3000円（昼食代、ト
ロン温泉入浴料、保険料込）
(小中学生、幼児 要保護者同
伴）
持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具

※参加者ご自身の車で林道を
移動していただきます。
体験民宿ほっとビレッジ美東→秋吉台わらび採り ※エコツアーの前日、体験民
→ドリーネ畑（植付け）→ほっとビレッジ美東
宿ほっとビレッジ美東に宿泊
（昼食）
することができます。
その場合、料金は8000円(1泊2
※申込期限4/12(水)
食、参加費含む)になります。

ツリークライミング体験会
16

日
※雨天中止

対象：一般
定員：10人程度
時間：12時30分～13時30分
14時～15時
集合場所：イベント広場
参加費：小学生500円、中学生 冠山総合公園事務所
以上1000円
(TEL：0833-74-3311)
その他：動きやすい服装でお
越しください。（半ズボン、
スカート、サンダルは不可）
申込方法：電話

大地を耕し作物を作る家族のつどい
～家族で野菜をつくろう(８回シリーズ)
～
16

日

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

対象：5歳～中学生を含む家族
定員：12家族（応募者多数の
場合抽選）
参加費：小学生以上650円、幼
児550円（食事代、保険料
●役10㎡の畑を借りて、家族でやさいづくり
等）、8月のみ 小学生以上
●田植えから食べるまで、コメ作り体験
●川遊び、魚釣り、家族でキャンプ、収穫した野 2500円、幼児2200円
年会費 1家族3000円（通信
菜を使って野外炊事など自然体験
費、種苗代等）
（4/16、5/28、6/25、7/23、8/26～27、10/1、
申込方法：はがき、FAX、E
10/15、11/27）
メール

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

※申込期限4/3(月)

れんげまつり
16

日

約30aのレンゲ畑の中を自由に走り回ったり、
ゲームをしながら一日を過ごします。

対象：一般
時間：10時～13時
場所：道の駅ソレーネ周南東
側付近
参加費：無料

戸田公民館
(TEL:0834-83-2001)
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みんなで楽しむ天体観測
21

金 木星と春の星座を観測しよう。
※雨天時はプラネタリウム上映
※申込期限4/14(金)

対象：一般(中学生以下は保護
者同伴)
定員：30人(先着順)
時間：19時～20時30分
場所：山口県セミナーパーク
天体観測場、プラネタリウム
室
申込方法：電話、FAX、E-mail

山口総合教育支援センター
教育支援部・学校支援班
(セミナーパーク内)
(TEL：083-987-1190)
(FAX：083-987-0209)
(E-mail：
gakko@center.ysn21.jp)

時間：9時～12時
（集合時間：9時）
場所：岩国市南岩国尾津
集合場所：岩国市中央卸売市
場前

日本野鳥の会山口県支部
担当：山根
(TEL:083-929-0838)

シギ・チドリ春の渡り観察会

22

土

今年のシギ・チドリの渡り観察会は、岩国市南岩
国の尾津のハス田で行います。北に移動するシギ
達の姿を早春のハス田で観察しましょう。初心者
歓迎、なにも持たずに来られても、数台なら双眼
鏡をお貸しできます。
※雨天中止

タケノコ掘って、森を元気に
～やまぐち森林づくり県民税事業地でタ
ケノコ堀り～

22 土

山口県では、荒廃が深刻化している森林を適正に
維持・管理し、県民共有の財産として次世代に引
き継いでいくため、平成17年4月に「やまぐち森
林づくり県民税」を導入し、この財源をもとに、
繁茂した竹の伐採などに取り組んでいます。
このたび、この県民税関連事業の一つである「繁
茂竹林整備事業」の実施箇所において、県民の皆
様を対象に、体験活動を通じて事業の取り組みや
成果などの理解を深めていただくため、タケノコ
掘りを行うこととしました。

定員：30名程度（先着順）(小
学生以下は要保護者同伴)
時間：10時分～12時
(受付:9時20分～9時40分)
場所：阿武町大字宇生賀字黒
川地区山林
参加費：無料
申込方法：電話、FAX
持参物等：作業のできる服
装、掘取り用クワ、ビニール
袋（タケノコ持ち帰り用）、
軍手、飲み物

山口県萩農林事務所 森林部
流域管理室
担当：中村、岸ノ上（きし
のうえ）
(TEL：0838-22-3366)
(FAX：0838-25-0163)

※掘り取り用のクワは主催者で準備します。
※少雨決行、荒天の場合は中止します。
※申込期限4/14(金)

親子タケノコ堀り体験

22

土

定員：親子15組45人程度
時間：9時30分～13時30分
場所：田布施町城南公民館及
親子でタケノコを掘ることで、竹林整備の必要性 び周辺の竹林
について、理解を深めていただきます。
参加費：無料
持参物：弁当、作業しやすい
※募集は、締め切りました。
服装

木星を見る会
22

土
※雨天・曇天中止

昆虫わくわく探検館
～小さな生き物の大きなひみつ～
（～6/4）
22

土

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）

時間：9時30分～17時
場所：防府市青少年科学館ソ
ラール
世界のびっくり昆虫や、知っておきたい身近な昆 参加費：小・中学生200円、高
虫の標本やパネルで、意外と知らない昆虫のひみ 校生以上500円（観覧料とし
つを探ります。「アリの巣迷路」や「バッタの
て）
ジャンプ力に挑戦」などの体験もあります。小さ
なお子様から大人まで楽しめる企画展です。

岩国農林事務所森林部流域
管理室
(TEL：0827-29-1567）

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)
(E-mail:
oubo@minos.ocn.ne.jp)
http://www.solarhofu.sakura.ne.jp/
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陶ヶ岳体験登山教室

22

土

疲れない山の歩き方や地図の読み方を学びながら
楽しく登山をしてみませんか。
コース：セミナーパークをスタート・ゴール
①陶ヶ岳(初心者向き)
②陶ヶ岳→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
講師：山口県山岳連盟

参加対象：小学校4年生以上
(小学生は要保護者同伴)
定員：50名程度（先着順）
時間：10時～15時30分
集合場所：山口県セミナー
パーク研修室205
参加費：無料
持参物：弁当、飲み物、軍手

(公財)山口県ひとづくり財
団 県民学習部 学習振興
課
(TEL：083-987-1710)

※雨天中止
※申込受付期間3/23(木)8時30分～
電話のみで受付

アースデイ関門2017（～4/23）
～自然のことを考える一日に～
22

土

場所：深坂自然の森
体験型企画や様々な出店、ステージなどが、下関 時間：10時～17時
（23日は16時まで）
の深坂自然の森 森の家下関にて開催される。自
参加費：入場無料
然を感じることのできる、盛りだくさんの２日
間。

対象：子どもとその家族及び
一般
定員：60人(応募者多数の場合
新緑に様変わりした秋吉台で、ぽかぽか陽気の
抽選）
中、のんびりと家族や仲間でわらび狩りを楽しみ 時間：9時～14時20分
ませんか？きっと、大自然の中に居る心地良さを 場所：山口県秋吉台青少年自
感じることが出来ます。
然の家
昼食は山菜ご飯、豚汁、そして毎年大好評の揚げ 参加費：19歳以上1000円
たての山菜天ぷらです。
18歳以下900円
(食費、保険料他)
※小雨決行
申込方法：はがき、FAX、E※申込期限4/5(水)
mail

アースデイ関門実行委員会
(TEL:083-259-8555)

春うらら、秋吉台でわらび狩り

22

土

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

とくさがみね自然体験プログラム１
～山菜みつけた！～
23

日

対象：親子・一般
定員：50人
時間：10時～14時30分
場所：山口県十種ヶ峰青少年
山菜採り、山菜クッキングなど
春の山を散策し、見つけた山菜を調理して味わう 自然の家
ことで、身近な自然に対する興味や関心を高めま 参加費：26才以上600円、19才
～25才550円、 19才未満500
す。
円（実習材料費等、保険料、
施設使用料(19才以上のみ))
※天候によって変更あり
申込方法：FAX、E-mail
※申込期限4/7(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)

定員：10組（先着順）
時間：10時～13時
場所：ふれあいパーク大原湖
ペア、親子で、生地からソースまで手作りしてみ 参加費：1組2000円（ピザ2枚
ませんか？旬の味覚で作ったオリジナルピザをピ 分の費用含む）
ザ窯で焼いて、アツアツをめしあがれ！
持参物：エプロン、三角巾、
タオル、軍手など
※申込期限4/16(日)
申込方法：電話

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

ペア、親子で楽しむ手作りピザ焼き教室
23

日
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ピザ作り＆木工体験

23

日

ピザ作りと木工クラフトの体験をしてみません
か？
※申込期限4/20（木）
※イベント参加者宿泊割引実施！

対象：3歳以上
定員：40人（先着順）
集合場所：旅行村駐車場ピザ
窯まえ
時間：10時～12時
参加費：1000円
その他：すすがついたり、け
むり臭くなるので、参加しや
すい服装でご参加ください。
軍手はこちらで用意します。
申込方法：電話

対象：一般県民
（小学生は保護者同伴）
定員：40人程度（応募者多数
竜王山は海岸性と山地性の植物が混在することか の場合は抽選）
ら、山野草の宝庫といわれ、四季折々これらを楽 場所：きらら交流館大研修室
しむことができます。
竜王山・本山岬
春の植物等を観察しながら竜王山や本山岬等を散 (きらら交流館に各自で集合)
策してみませんか。
時間：9時30分～15時30分
参加費：無料（昼食各自）
※申込期限4/10(月）
申込方法：郵送・FAX

秋吉台家族旅行村
(TEL：0837-62-1110）

竜王山の自然観察会

23

日

対象：一般(軽登山のできる
人)
定員：20人
場所：特別天然記念物オオサ
宇佐川のオオサンショウウオ保護施設の見学と羅 ンショウウオ保護施設＆羅漢
漢山中腹の散策を通じ、人間と自然との関わりに 山
ついて考える。
時間：10時～16時
集合場所：錦総合支所駐車場
※申込期限4/20(木)
参加費：無料

(公財)山口県ひとづくり財
団 県民学習部 学習振興
課
(TEL：083-987-1710)
(FAX：083-987-1720)

岩国自然学習講座
～地域の自然について学び考えよう～
23

日

岩国市科学センター
(TEL:0827-22-0122)
http://www.sci.edu.city.i
wakuni.yamaguchi.jp

山口県立きらら浜自然観察公園
春まつり
29

土

対象：どなたでも
時間：9時～16時
毎年恒例の春まつり！ミニコンサート、はちみつ 場所：山口県立きらら浜自然
しぼり、工作、バザー、ミニフリーマーケット、 公園
バードウォッチング、ゲームなど楽しいイベント 参加費：無料（19歳以上の方
は入館料100円が必要です）
満載でお待ちしています。
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
料で貸出しいたします。
※雨天決行

山口県立きらら浜自然観察
公園
(TEL：0836-66-2030)

日置健康づくり歩け歩け大会2017

29

土

対象：小学生以上
定員：100人
健康づくりと自然の再発見をあわせて、子どもか 時間：9時～14時30分
ら大人までの幅広い方々を対象に、家族や友人等 場所：長門市千畳敷
集合場所：日置農村環境改善
のグループ参加によるウォーキングを開催しま
センター
す。
参加費：無料
その他：歩きやすい服装、弁
当、水筒
※申込期限4/21（金）

みどりを楽しむネイチャーゲームの会
29

春から夏にかけて、木々のみどりが変化していく

土 ことに気づこう。木々の間を渡って届く、さわや
かな風と心地よい日差しを感じながら、自然のこ
と、いのちのこと、地球のことに思いをめぐらせ
てみよう。

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
時間：10時～15時30分
集合場所：霜降山男山駐車場
（宇部市）
参加費：300円
申込方法：電話、FAX、E-mail

日置農村環境改善センター
(TEL：0837-37-2340)

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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第31回森の小学校（～4/30）
29

土 テント泊やお茶摘み体験、カヌーなどを通じ、様々な
チャレンジをしてもらうキャンプです。
※申込期限4/9（月）

対象：小学1～3年生
定員：20名（応募多数のとき
は抽選）
時間：10時～翌15時
場所：下関市深坂自然の森・
森の家下関
参加費：1980円（施設使用
料、保険代、食費など）
申込方法：FAX、メール、郵送
その他：参加決定後にスケ
ジュールや持ち物の詳細をご
案内します。

みかさの森自然学校
(TEL:083-259-8555)
(FAX:083-258-4862)
メール：
info@feelkankyo.com

キャンプはじめのだい一歩
～アウトドアデビュー講座～（～4/30）
29

土

対象：3歳～小学生を含む家族
定員：6家族
キャンプに興味がある家族に大田原自然の家がア 場所：周南市大田原自然の家
ウトドアに飛び出すきっかけ作りと、自然を楽し 参加費：小学生以上2400円、
幼児2000円（食事代、保険
む場を提供します。
料、活動消耗品等）
申込方法：はがき、FAX、E※応募者多数の場合、抽選
mail
※申込期限4/3(月)

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

■□■□■参加者募集中■□■□■
５月

行

事

名

場所・時間等

対象：どなたでも
時間：9時～15時
場所：山口県立きらら浜自然
30分コースか1時間コースを選択できます。もち 公園
ろん両方の挑戦もＯＫ！クイズを解きながら春の 参加費：無料（19歳以上の方
公園を散策しましょう。参加者全員にすてきなプ は入館料100円が必要です）
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
レゼントがあります。
料で貸出しいたします。

連絡先

クイズラリーに挑戦！(～5/7）
3

水

春のわんぱく村
～春の自然とふれあおう！～（～5/6）
4

木

対象：小学1年生～6年生
定員：60名
場所：周南市大田原自然の家
山菜手作りピザ、葉っぱのたたき染めで記念品作 参加費：7900円（食事代、保
り、テント泊等
険料、消耗品等）
（周南市美術博物館駐車場集合解散）
申込方法：はがき、FAX、E※応募者多数の場合、抽選
mail
※申込期限4/17（月）

山口県立きらら浜自然観察
公園
(TEL：0836-66-2030)

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

つつじと新緑を楽しむ千畳敷ウォーキン
グ
5

金

対象：一般
定員：30人
菅無田公園のキリシマツツジと千畳敷の絶景を楽 時間：9時30分～16時
場所：JR長門市駅
しむウォーキングです。
参加費：500円
持ち物：歩きやすい服装、弁
当
※申込期限4/28（金）
※雨天中止

長門市観光コンベンション
協会
(TEL：0837-22-8404）
http//www.nanavi/jp
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対象：どなたでも
時間：9時～16時
場所：山口県立きらら浜自然
春から活動を始めているトンボを観察します。絶 公園
参加費：無料（19歳以上の方
滅危惧種のベッコウトンボも探してましょう！
は入館料100円が必要です）
持ち物：双眼鏡・望遠鏡は無
※雨天中止
料で貸出しいたします。

春のトンボ観察会
5

金

第32回森の小学校（～5/7）
6

土 テント泊やお茶摘み体験、カヌーなどを通じ、様々な
チャレンジをしてもらうキャンプです。
※申込期限4/9（日）

対象：小学1～4年生
定員：20名（応募多数のとき
は抽選）
時間：10時～翌15時
場所：下関市深坂自然の森・
森の家下関
参加費：1980円（施設使用
料、保険代、食費など）
申込方法：FAX、メール、郵送
その他：参加決定後にスケ
ジュールや持ち物の詳細をご
案内します。

対象：3歳～小学校3年生の子
どもとその家族
定員：10家族
場所：周南市大田原自然の家
春の自然はおいしさいっぱい！
山菜を見つけてピザにトッピングをして春をまる 参加費：小学生以上750円 幼
児600円（食事代、保険料、消
かじりしよう。
耗品等）
※応募者多数の場合、抽選
申込方法：はがき、FAX、E※事前期限4/17（月）
mail

山口県立きらら浜自然観察
公園
(TEL：0836-66-2030)

みかさの森自然学校
(TEL:083-259-8555)
(FAX:083-258-4862)
メール：
info@feelkankyo.com

春の自然まるかじり
7

日

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
～新緑が最も美しい季節のカルスト台地
で自然を満喫する～

7

日

定員：25名（先着順）
時間：9時30分～15時
集合場所：秋吉台カルスト
新緑の絶景ポイントを巡り、春の野草を観察しな ロード駐車場
参加費： 2,000円（昼食代、
がら草原と人々の営みについて語り合います。
保険料込み）(小中学生、幼児
要保護者同伴）
持参物：野外活動・ウォーキ
カルストロードの駐車場（トイレ）→ジゴク→
桐ヶ台→天然記念物の碑→冠山→カルストロード ングに適した服装、靴、雨具
駐車場（トイレ）

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5/2(火)

第14回櫛浜こども干潟フェスティバル
7

日
櫛ヶ浜堀川河口の干潟で小動物の観察

対象：中学生以下の子どもと
その保護者
時間：潮による
場所：櫛ヶ浜南浜（櫛ヶ浜船
だまり）
参加費：100円
持参物：長靴またはズック着
用（サンダル禁止）
貝堀り用具は各自持参

櫛浜公民館
(TEL：0834-25-0525)

野鳥写真展（～6/11）
10

水

時間：9時30分～17時
愛鳥週間にあわせて一般公募した自慢の野鳥の写 場所：きらら浜自然観察公園
真を展示します。写真は日本国内で撮影したもの 参加費：無料（19歳以上の方
にかぎります。
は入館料200円が必要です）
※繁殖中の写真など野鳥にストレスを与えたと思
える写真は不可。

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

9/11

秋吉台エコツアー
～林と草原の初夏の花を楽しもう！～

13

土

定員：24名（先着順）
時間：9時20分～15時
林～草原を散策して、クロミノサワフタギ・マユ 集合場所：大正洞駐車場
ミ・ユウゾなどの樹木の花と、ツクシタツナミソ 参加費： 2,000円（昼食代、
ウ・サイハイラン・キンラン・フナバラソウな
保険料込み）(小中学生、幼児
ど、初夏の草花を観察します。
要保護者同伴）
持参物：野外活動・ウォーキ
ングに適した服装、靴、雨具
駐車場→林→真名ヶ岳（昼食）→林→大正洞駐
車場

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5/8(月)

13

土

ウォーキング観察会
～家族で春を楽しもう！～
野草や野鳥などを楽しみながら角島の東側約5㌔
を歩き、春の自然観察をします。

時間：9時30分～13時
場所：角島牧崎、旧棚田周辺
参加費：200円(中学生以下は
無料)
持参物：弁当、水筒、歩きや
すい服装でご参加ください。

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

星をみる会
～とくぢの夜空は、まんてんの星空～

13

13

土

土

時間：19時～21時
春のダイヤモンドと木星を観察します。
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。
対象：小学生の子どもとその
家族
手作りサオとシカケdeさかなつり
定員：5家族
時間：10時～15時
竹ざおと自分で作ったシカケを使って小川で魚釣 場所：周南市大田原自然の家
り。
参加費：一人650円（食事代、
保険料、消耗品等）
※応募者多数の場合、抽選
※申込期限5/1(月)
申込方法：はがき、FAX、E-

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)

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

mail

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～
14

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。

秋吉台の植物観察（春の草花観察）

14

日

秋吉台に自生する植物を、秋吉台エコツアーで自
然解説者をされている方々の解説で野外観察しま
す。（春から初夏の草花が見頃です）
秋吉台の真名ヶ岳周辺を散策しながら、ヤマサギ
ソウやカノコソウ、フナバラソウなどの春から初
夏に咲く花を観察しませんか。
※申込期限4/28(金）

対象：一般県民
（小学生は保護者同伴）
定員：40人程度（応募者多数
の場合は抽選）
場所：秋吉台、真名ヶ岳周辺
(集合：秋吉台長者ヶ原駐車
場)
時間：10時～15時
参加費：無料（昼食各自）
申込方法：郵送・FAX

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

(公財)山口県ひとづくり財
団 県民学習部 学習振興
課
(TEL：083-987-1710)
(FAX：083-987-1720)
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14

14

日

参加対象：4才以上
定員：20名
時間：9時～12時
集合場所：秋芳梨選果場駐車
カエルが待っている
場
田んぼに作られたビオトープに出かけてカエルを 観察場所：美祢市秋芳町嘉万
麓の田んぼ
観察します。
参加費：無料
持参物：泥に汚れてもいい
服、長靴、雨具、あみ、カエ
ルやオタマジャクシを入れる
容器

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：周南市櫛浜地区・大島
地区小学生
第27回太崋山一周ゆっくりのんびりサイ 定員：（先着順）
時間：9時～12時(予定)
クリング大会
場所：太崋山
太崋山周辺の道をゆっくりとサイクリングして自 集合場所：櫛浜小学校
参加費：100円
然に親しむ。
持参品：水筒、タオル
※児童・幼児はヘルメット着
用

櫛浜公民館
(TEL：0834-25-0555）

徳地和牛を食べよう
21

日

定員：30名（先着順）
時間：11時～13時
火おこしから体験、徳地和牛を食べよう
場所：ふれあいパーク大原湖
参加費：2000円（野菜・むす
※申込期限5/14(日)
び2個付）
※キャンセルされた場合、徳地和牛は原価で購入 持参物：タオル、軍手など
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/
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