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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

ボイラー点検

学1, 学1,
森の手作り教室

学1, 学1,

2
事
業

日帰

夜の活動 備考

1

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

：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

2019/1/21 (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

：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

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

※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

ボイラー点検

学1, 学1,
森の手作り教室

学1, 学1,

2
事
業

日帰

夜の活動 備考

1

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

：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

2019/1/22 (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

：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

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

※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

ボイラー点検

青少年_指導料金なし

ｵﾘ室, 中央, ｵﾘ室, 持 中央, ｵﾘ室, わ, ｵﾘ室,

山口市立陶保育園 セミナー,

ｵﾘ室, ﾎｰﾙ, ｵﾘ室, ｵﾘ室, ﾎｰﾙ, ｵﾘ室,

同上 カプラ 室内遊び ピタゴラスイッチ 同上

15 8 23 0

雪無い→ツリーハウス 雪無い→外遊び

2
山
口

日帰

10:30
入所 雪遊び 雪の結晶観察 退所

14:30

夜の活動 備考

1

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

：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

2019/1/23 (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

：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

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

※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

ボイラー点検

夜の活動 備考

1

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

：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

2019/1/24 (木)
：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

：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

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

※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

ボイラー点検

夜の活動 備考

1

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

：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

2019/1/25 (金)
：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

：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

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

※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_指導料金なし 11:45_ 18:00_
12:30 18:50

ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, 宿, セミナー,

山口県空手道連盟

ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, 宿, セミナー,

青少年_*指導料金あり 12:00_ 17:20_
12:50 18:00

学1, 学1, 天, 学1,
ボーイスカウト下松第5団

学1, 学1, 学1, 学1,

青少年_指導料金なし 11:50_ 17:20_
12:40 18:00

多, 多, 多, 多, 工, 多, 工, つ, 多,
徳地ボランティア

多, 多, 多, 多, 工, 多, 工, 多, 多,

同上 同上ｹﾞｽﾄ① 同上 同上 同上 同上 同上
セミナー棟

リーダー①
71 54 125

19:00 22:00

15

空手マット使用
もみ

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 就寝準備
ぶな

1251
山
口

入／２

ひのき 10:00 入浴 18:45～20:00
あかまつ 入所 指導者打合せ 受付・入所式 特別講義 空手道基本練習

13:00 15:00

CS ふりかえり同上 同上 同上 同上 同上

雨天：ろうそく大ｘ１ファミリー①
32 49 81 81

トーチ棒用灯油Ｘ１
ひよどり

CF ふりかえり 晴天：ＣＦ用まき×1、トーチ棒×4
きじ

ろうそく個人用ｘ６５
813

山
口

入／２

つぐみ 8:30 入浴 20:30～21:00
ほととぎす 入所 入所OR IB 樹木ﾋﾞﾝｺﾞ ふりかえり

星の話 同上同上 同上

2419 5 24

18:30 20:00

24

天体観察 計画書作り
リーダー② 進級課目

18:30

もず 入所OR スキー計画書作り
13:30

夜の活動 備考

2
山
口

入／２

うぐいす 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

入浴 21:00～21:50

：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

2019/1/26 (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

：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

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

※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_指導料金なし 7:30_ 11:45_
8:10 12:40

ﾎｰﾙ, ｵﾘ室, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ,

山口県空手道連盟

ﾎｰﾙ, ｵﾘ室, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ,

青少年_*指導料金あり 7:40_ 12:10_
8:20 13:00

学1, 学1, 学1,
ボーイスカウト下松第5団

学1, 学1, 学1,

青少年_指導料金なし 8:10_
9:00

野, 工, 炊 野,
徳地ボランティア

野, 工, 野,

同上同上 同上

ファミリー①
32 49 81 81 81

クリームシチュー　9人×1班
ひよどり

クリームシチュー　8人×9班
きじ

3
山
口

退／２

つぐみ
ほととぎす 野外炊飯_10G ふりかえり 退所

17:00

同上 進級課目
13:30

19 5 24 24 24

リーダー② 進級課目

2
山
口

退／２

うぐいす 9:30
もず 計画書作り ＷＲ 退所式

13:30 15:00

ｹﾞｽﾄ① 同上 同上
セミナー棟

リーダー①
71 54 125 125 125

空手マット使用
もみ
ぶな

あかまつ 空手道応用練習 ふりかえり 退所式
13:00 14:15

夜の活動 備考

1
山
口

退／２

ひのき 9:00

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

：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

2019/1/27 (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

：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

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

※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
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

：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

2019/1/28 (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

：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

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

※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

ﾎｰﾙ, 多, ﾎｰﾙ, 多,
スマイルキャンプ

ﾎｰﾙ, 多, ﾎｰﾙ, 多,

夜の活動 備考

1
事
業

日帰

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

：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

2019/1/29 (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

：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

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

※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_指導料金なし 12:00_
13:00

ｵﾘ室, わ, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

山口市立小郡上郷保育園

ｵﾘ室, ﾎｰﾙ, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

同上 ボール遊び 同上

8 20 28 28

雪無い→散策
入所 雪遊び 退所

14:00

夜の活動 備考

1
山
口

日帰

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

：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

2019/1/30 (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

：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

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

※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_指導料金なし

多, 中央, わ, 多, 持 多,
三の宮保育園

多, 多, ﾎｰﾙ, 多,

同上 室内遊び 同上 同上

17 15 32 0

片付け
入所 雪遊び 着替え バス出発

13:30

夜の活動 備考

1
山
口

日帰

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

：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

2019/1/31 (木)
：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

：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

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

※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。


