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オリ ﾎｰﾙ セミナー MTB広場 キ野 入所OR D9 CS
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL ＧＧ TAP
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR TBG
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 中島 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 11:45_ 17:30_
12:30 18:00

学1, 学1, ﾎｰﾙ, 学2, 学1, 天,
公益財団法人
山口県国際交流協会

学1, 学1, ﾎｰﾙ, 学2, 学1, 学1,

青少年_指導料金なし 17:50_
18:30

ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, 持 ｵﾘ室, ｵﾘ室, ﾎｰﾙ,

スポーツ少年団
防長トリムサークル

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, ﾎｰﾙ,

17:40_
18:20

学3, 学3, セミナー,

山口大学
教育学部技術教室

学3, 学3, セミナー,

青少年_指導料金なし 18:00_
18:40

学1, ﾎｰﾙ2F, 天, ｵﾘ室,

山口市合気道
スポーツ少年団

学1, 学1, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

12:10_
12:50

セミナー(板), セミナー棟裏 セミナー(板),

子そだてマナビィ

ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, セミナー(板),

国立山口徳地青少年自然の家 活動場所の略称一覧 活動名略称
日程表 ：オリエンテーション室 ：プレイホール ：セミナー棟 ：マウンテンバイク広場 ：キャンプ場野外炊飯場 ：入所オリエンテーション ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：学習室１ ：プレイホール２階 ：天体観察棟 ：ハイエレメントコース ：キャンプ場グラウンド ：オリエンテーリング ：グラウンドゴルフ ：徳地アドベンチャー教育プログラム

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクゴルフ ：ファイヤーのつどい

：ターゲットバードゴルフ

10月27日 (土)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：フィールドアスレチック ：マウンテンバイク

：学習室２ ：多目的ルーム ：中央広場 ：ローエレメントコース ：長者ヶ原運動公園 ：ウォークラリー

夜の活動 備考

1
山
口

入／２

きじ 10:30

利用者数
朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食No. 提出日 県名 入退 団体名 宿泊棟名

入浴 18:00～18:45
入所 入所OR TAP_2G

13:30 19:00 20:30

48

プロジェクター，マイク，
ホワイトボード　貸出

ワークショップ 天体観察
ファミリー① 施設見学

20:30

ひよどり

4821 26 47

同上 星の話同上 同上 同上

2
山
口

入／２

うぐいす 9:50 10:20 11:20 入浴 20:30～21:30
もず 入所 室内めぐり 判別打ち合わせ① OL_○G 判別打ち合わせ②

13:30 16:00 18:45

ほととぎす

パレードダンス練習 班別練習
つぐみ 10:00入所OR

82
13:30

リーダー②
51 31 82

同上 同上 同上
D9など

同上 同上 同上 ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ

3
山
口

入／２

ぶな 入浴 18:50～19:50
もみ 入所 室内での活動

13:30 20:00
話し合い

セミナー棟 入所OR

同上同上 同上

4
山
口

入／２

ひのき 入浴 17:20～18:00
あかまつ 入所 DG

14:00 14:40 19:20
天体観察 ゲーム

リーダー①

19:20
45

14:40
19 26 45

同上 同上同上 室内での活動

5
山
口

日帰

9:00
入所 ツリーハウス 退所

13:00

50
9:00 10:00

50

入所 室内遊び 同上

※各活動内容の詳細や団体様で準備していただくものについては、本所ホームページ「活動のご案内」でご確認ください。



2/2

オリ ﾎｰﾙ セミナー MTB広場 キ野 入所OR D9 CS
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL ＧＧ TAP
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR TBG
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 中島 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

国立山口徳地青少年自然の家 活動場所の略称一覧 活動名略称
日程表 ：オリエンテーション室 ：プレイホール ：セミナー棟 ：マウンテンバイク広場 ：キャンプ場野外炊飯場 ：入所オリエンテーション ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：学習室１ ：プレイホール２階 ：天体観察棟 ：ハイエレメントコース ：キャンプ場グラウンド ：オリエンテーリング ：グラウンドゴルフ ：徳地アドベンチャー教育プログラム

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクゴルフ ：ファイヤーのつどい

：ターゲットバードゴルフ

10月27日 (土)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：フィールドアスレチック ：マウンテンバイク

：学習室２ ：多目的ルーム ：中央広場 ：ローエレメントコース ：長者ヶ原運動公園 ：ウォークラリー

夜の活動 備考
利用者数

朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食No. 提出日 県名 入退 団体名 宿泊棟名

12:00_
12:40

多, 多, 多, セミナー棟裏 多, 多,
幼児の体験活動 セミナー(板),

指導者研修会

多, 多, 多, セミナー棟裏 多, 多,
セミナー(板),

6
事
業

日帰

9:00 9:30 10:30
受付 講演 実習 実習 閉会

13:00 16:00

同上 同上 同上 同上 同上

※各活動内容の詳細や団体様で準備していただくものについては、本所ホームページ「活動のご案内」でご確認ください。



1/2

オリ ﾎｰﾙ セミナー MTB広場 キ野 入所OR D9 CS
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL ＧＧ TAP
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR TBG
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 中島 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:30_
8:10

学1,
公益財団法人
山口県国際交流協会

学1,

青少年_指導料金なし 8:10_ 11:45_
8:50 12:30

ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

スポーツ少年団
防長トリムサークル

ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

7:40_ 12:40_
8:20 13:20

多, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ,

山口大学
教育学部技術教室

朝：国旗(3)，所旗(3) 多, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ,

朝：司会(1)，体操数名

青少年_指導料金なし 7:50_ 12:10_
8:30 12:50

工, 多,
山口市合気道
スポーツ少年団

工, 多,

青少年_*指導料金あり 12:00_
12:40

学2, 野, 炊 学3,
宇部市立見初小学校

夕：つどい不参加 学2, 野, 学3,

国立山口徳地青少年自然の家 活動場所の略称一覧 活動名略称
日程表 ：オリエンテーション室 ：プレイホール ：セミナー棟 ：マウンテンバイク広場 ：キャンプ場野外炊飯場 ：入所オリエンテーション ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：学習室１ ：プレイホール２階 ：天体観察棟 ：ハイエレメントコース ：キャンプ場グラウンド ：オリエンテーリング ：グラウンドゴルフ ：徳地アドベンチャー教育プログラム

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクゴルフ ：ファイヤーのつどい

：ターゲットバードゴルフ

10月28日 (日)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：フィールドアスレチック ：マウンテンバイク

：学習室２ ：多目的ルーム ：中央広場 ：ローエレメントコース ：長者ヶ原運動公園 ：ウォークラリー

夜の活動 備考

1
山
口

退／２

きじ 10:00

利用者数
朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食No. 提出日 県名 入退 団体名 宿泊棟名

退所

46

ファミリー①

ひよどり

21 26 47

同上

2
山
口

退／２

うぐいす 9:30
もず ﾌﾟﾗﾎﾋﾞｰ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ 退所

13:30 15:15

82 82

プラホビー　79
ほととぎす

つぐみ

リーダー②
51 31 82

少雨　フィールドビンゴ
同上 雷　　ダンス練習 同上

3
山
口

退／２

ぶな 9:30
もみ もちつき ﾎｰﾙでの活動 退所

13:30 16:00

セミナー棟

13:30
同上同上 同上

4
山
口

退／２

ひのき 9:30
あかまつ 木工細工 退所

13:30

45 45

木工未カット32リーダー①

9:30
19 26 45

同上

5
山
口

入／３

きじ 10:30 入浴 19:30～20:30
ひよどり 入所 野外炊飯_3G

13:30 20:30

22

カレー　7人×2班，8人×1班
振り返り 野炊

ファミリー① 入所OR

229 13 22

同上同上 同上

※各活動内容の詳細や団体様で準備していただくものについては、本所ホームページ「活動のご案内」でご確認ください。
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オリ ﾎｰﾙ セミナー MTB広場 キ野 入所OR D9 CS
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL ＧＧ TAP
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR TBG
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 中島 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

国立山口徳地青少年自然の家 活動場所の略称一覧 活動名略称
日程表 ：オリエンテーション室 ：プレイホール ：セミナー棟 ：マウンテンバイク広場 ：キャンプ場野外炊飯場 ：入所オリエンテーション ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：学習室１ ：プレイホール２階 ：天体観察棟 ：ハイエレメントコース ：キャンプ場グラウンド ：オリエンテーリング ：グラウンドゴルフ ：徳地アドベンチャー教育プログラム

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクゴルフ ：ファイヤーのつどい

：ターゲットバードゴルフ

10月28日 (日)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：フィールドアスレチック ：マウンテンバイク

：学習室２ ：多目的ルーム ：中央広場 ：ローエレメントコース ：長者ヶ原運動公園 ：ウォークラリー

夜の活動 備考
利用者数

朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食No. 提出日 県名 入退 団体名 宿泊棟名

*一般_指導料金なし

ｴﾝﾄﾗﾝｽ, 所外, 持 所外,

森林セラピー山口
森の案内人の会

ｷ野,
MTB広場,

6
山
口

日帰

8:30 9:30
受付 開会 散策 散策 退所

15:00

無線機　2台
ノルディックポール　10本

15 15 30

中止 中止

※各活動内容の詳細や団体様で準備していただくものについては、本所ホームページ「活動のご案内」でご確認ください。
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オリ ﾎｰﾙ セミナー MTB広場 キ野 入所OR D9 CS
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL ＧＧ TAP
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR TBG
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 中島 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:30_ 12:40_ 18:00_
8:10 13:10 18:40

多, ﾎｰﾙ, 天, 学1,
宇部市立見初小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 多, ﾎｰﾙ, 学1, 学1,
夕：国旗(3人)，所旗(3人)

青少年_*指導料金あり

ｵﾘ室, 持 ｵﾘ室, 野, 炊 MTB広場,

下関市立豊東小学校

夕：つどい不参加 ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, 野, 多,

青少年_指導料金なし

学1, 中央, わ, ｴﾝﾄﾗﾝｽ,

山口市立大内保育園

ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ,

国立山口徳地青少年自然の家 活動場所の略称一覧 活動名略称
日程表 ：オリエンテーション室 ：プレイホール ：セミナー棟 ：マウンテンバイク広場 ：キャンプ場野外炊飯場 ：入所オリエンテーション ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：学習室１ ：プレイホール２階 ：天体観察棟 ：ハイエレメントコース ：キャンプ場グラウンド ：オリエンテーリング ：グラウンドゴルフ ：徳地アドベンチャー教育プログラム

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクゴルフ ：ファイヤーのつどい

：ターゲットバードゴルフ

10月29日 (月)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：フィールドアスレチック ：マウンテンバイク

：学習室２ ：多目的ルーム ：中央広場 ：ローエレメントコース ：長者ヶ原運動公園 ：ウォークラリー

夜の活動 備考

3
山
口

日帰

10:30 12:00

利用者数
朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食No. 提出日 県名 入退 団体名 宿泊棟名

入所 自然散策 退所
木の実拾い

10 14 24

同上 体育館で運動 同上

1
山
口

２／３

きじ 9:30 入浴 17:30～18:00
ひよどり TAP_1G TAP_1G

13:30 19:00 20:15

22 22

天体観察 ふりかえり
ファミリー①

19:00
229 13 22

星の話 同上同上 同上

2
山
口

入／３

つぐみ 12:15 入浴 20:45～21:45
ほととぎす 入所 入所式 野外炊飯_6G

13:00 14:00 19:00

カレー　7人×5班，6人×1班
NW 野炊

リーダー② 入所OR

4118 23 41

手紙同上 同上 同上

※各活動内容の詳細や団体様で準備していただくものについては、本所ホームページ「活動のご案内」でご確認ください。
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オリ ﾎｰﾙ セミナー MTB広場 キ野 入所OR D9 CS
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL ＧＧ TAP
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR TBG
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 中島 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:30_ 12:00_
8:10 12:40

学3, 学3, 学3,
宇部市立見初小学校

学3, 学3, 学3,

青少年_*指導料金あり 7:40_ 12:40_ 17:30_
8:20 13:20 18:10

ﾎｰﾙ1/2, ﾎｰﾙ1/2, 多, 工, 多, 多,
下関市立豊東小学校

朝：国旗(3)，所旗(3) ﾎｰﾙ1/2, ﾎｰﾙ1/2, 多, 工, 多, 多,
朝：司会(1)，体操数名
青少年_*指導料金あり 17:40_

18:20

ｵﾘ室, 持 ｵﾘ室, ﾎｰﾙ1/2, ﾎｰﾙ1/2, 天,
宇部市立厚南小学校 学1, 学2, 石,

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ｵﾘ室, ｵﾘ室, ﾎｰﾙ1/2, ﾎｰﾙ1/2, ｵﾘ室,

学1, 学2, 石,

国立山口徳地青少年自然の家 活動場所の略称一覧 活動名略称
日程表 ：オリエンテーション室 ：プレイホール ：セミナー棟 ：マウンテンバイク広場 ：キャンプ場野外炊飯場 ：入所オリエンテーション ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：学習室１ ：プレイホール２階 ：天体観察棟 ：ハイエレメントコース ：キャンプ場グラウンド ：オリエンテーリング ：グラウンドゴルフ ：徳地アドベンチャー教育プログラム

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクゴルフ ：ファイヤーのつどい

：ターゲットバードゴルフ

10月30日 (火)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：フィールドアスレチック ：マウンテンバイク

：学習室２ ：多目的ルーム ：中央広場 ：ローエレメントコース ：長者ヶ原運動公園 ：ウォークラリー

夜の活動 備考

1
山
口

退／３

きじ 9:30

利用者数
朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食No. 提出日 県名 入退 団体名 宿泊棟名

OL_○G ふりかえり 退所式 退所
13:00 13:30 14:00

22 22

ファミリー①

ひよどり

9:30
9 13 22

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ 同上 同上 同上

2
山
口

２／３

つぐみ 9:30 入浴 18:30～19:30
ほととぎす TAP_2G 焼板細工 スタンツ練習

13:30 16:00 19:30

41 41

焼板　36
ろうそく　大1　小36

CS
リーダー②

4118 23 41

同上 同上同上 同上

3
山
口

入／２

あかまつ 11:30 入浴 20:30～21:30
ぶな 入所 TAP_6G

13:30 19:00 21:30

セミナー棟

天体観察 就寝準備
もみ 入所OR

19:00
9635 61 96

星の話 同上同上 同上

※各活動内容の詳細や団体様で準備していただくものについては、本所ホームページ「活動のご案内」でご確認ください。



1/1

オリ ﾎｰﾙ セミナー MTB広場 キ野 入所OR D9 CS
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL ＧＧ TAP
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR TBG
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 中島 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:40_ 12:00_
8:20 12:40

ﾎｰﾙ2F, 多, 多,
下関市立豊東小学校

多, 多, 多,

青少年_*指導料金あり 7:30_ 12:40_
8:10 13:20

ﾎｰﾙ, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

宇部市立厚南小学校

朝：国旗(3)，所旗(3) ﾎｰﾙ, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

朝：司会(1)，体操数名
青少年_*指導料金あり 17:30_

～ 18:10
13:10

ｵﾘ室, 持 ﾎｰﾙ2F, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ,

宇部市立琴芝小学校

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ｵﾘ室, ｵﾘ室, 工, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ,

12:20_ 17:50_
13:00 18:30

学1, 学1, ﾎｰﾙ1/2, 学2, 学3, ｵﾘ室,

防府市立玉祖小学校 ﾎｰﾙ1/2,

学1, 学1, ﾎｰﾙ1/2, 学2, 学3, ｵﾘ室,

ﾎｰﾙ1/2,

国立山口徳地青少年自然の家 活動場所の略称一覧 活動名略称
日程表 ：オリエンテーション室 ：プレイホール ：セミナー棟 ：マウンテンバイク広場 ：キャンプ場野外炊飯場 ：入所オリエンテーション ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：学習室１ ：プレイホール２階 ：天体観察棟 ：ハイエレメントコース ：キャンプ場グラウンド ：オリエンテーリング ：グラウンドゴルフ ：徳地アドベンチャー教育プログラム

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクゴルフ ：ファイヤーのつどい

：ターゲットバードゴルフ

10月31日 (水)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：フィールドアスレチック ：マウンテンバイク

：学習室２ ：多目的ルーム ：中央広場 ：ローエレメントコース ：長者ヶ原運動公園 ：ウォークラリー

夜の活動 備考

1
山
口

退／３

つぐみ 9:30 11:30

利用者数
朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食No. 提出日 県名 入退 団体名 宿泊棟名

DG 退所式 退所
13:00

41 41

リーダー②

ほととぎす

9:30
18 23 41

室内めぐり 同上 同上

2
山
口

退／２

あかまつ 9:30
ぶな ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ 奉仕活動 退所

13:30 14:00

96 96

セミナー棟

もみ

9:30
35 61 96

室内ﾋﾞﾝｺﾞ 同上 同上

3
山
口

入／３

ひのき 10:30 入浴 21:00～21:50
あかまつ 入所 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ

13:30 19:30

雨天：木工未カット　55
暗闇体験 ホールでの活動

リーダー① 入所OR

55
13:30

23 32 55

同上 同上同上 木工細工

4
山
口

入／３

うぐいす 9:40 10:00 入浴 20:10～21：00
もず 入所OR 室内ビンゴ TAP_4Ｇ

13:30 18:30

54

NW
リーダー②

18:30
54

9:40 10:00 13:30
27 27 54

スタンツ練習同上 室内めぐり 同上

※各活動内容の詳細や団体様で準備していただくものについては、本所ホームページ「活動のご案内」でご確認ください。


