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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： 與儀 推進： 益田
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

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

学3, 学3, 多,
山陽小野田市立
出合小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 学3, 学3, 多,

青少年_*指導料金あり 12:10_ 17:50_
12:50 18:30

学2, 同左 学2, 天,
周南市立周陽小学校

夕：国旗(3)，所旗(3) 学2, ﾎｰﾙ2F, 学2, 学2,

青少年_*指導料金あり 17:40_
18:20

多, 同左 持 ﾎｰﾙ1/2, 同左 多, ﾎｰﾙ,

下松市立久保小学校 学1,

多, 同左 ﾎｰﾙ, 同左 多, ﾎｰﾙ,

学1,
青少年_*指導料金あり

学1, 弁 野, 炊 宿, 同左 学3, わ,
山口市立生雲・さくら
・徳佐連合小学校

学1, 野, 宿, 同左 学3, 学3,

*一般_指導料金なし 12:00_ 18:10_
12:40 18:50

ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室, ｵﾘ室,

中国電力労働組合

ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室, ｵﾘ室, 入所挨拶は，6月20日夕べつどいにて行う

同上
ｹﾞｽﾄ⑥
ｹﾞｽﾄ④ 同上 同上 同上
ｹﾞｽﾄ③
ｹﾞｽﾄ②

16 12 18 26

石風呂棟

会場準備
ファミリー②

265
山
口

入／４

うぐいす 9:00 入浴希望 20:00
もず 入所 会場準備 会場準備

同上 同上 カレー１２ｘ２、１３ｘ１同上 同上

21 16 37

19:30 20:00

35

19:30～の活動で3部屋希望
ｹﾞｽﾄ① (内２棟は宿泊棟可)

スタンツ練習 天体観察(自主)
セミナー棟 入所手続き同時進行

俵むすび小３５
37

小さい天体望遠鏡貸出希望
4

山
口

入／３

ぶな 11:30 入浴希望 19:00
もみ バス迎え 入所式OR 野外炊飯_3G

13:30

同上同上 室内ﾋﾞﾝｺﾞ 同上

31 25 56 563
山
口

入／２

ひのき 10:10 10:30 入浴希望
あかまつ 入所OR ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ TAP_4G

13:30 18:30

同上 D9 室内ﾋﾞﾝｺﾞ 星の話 同上
10:00 11:00 13:30

21 25 46

天体観察 班長会議
リーダー②

19:30 21:30

46
19:30 21:30

462
山
口

入／２

つぐみ 10:00 11:00 入浴希望 20:30
ほととぎす 入所OR DG OL_○G

13:30

同上同上 同上

7 15 22 22 22

ファミリー①

CS

22

備考

1
山
口

２／３

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

入浴希望 18:00
TAP_１G

：ターゲットバードゴルフ

2019/6/19 (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

：学習室３前スペース ：石風呂棟

19:00

：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

ひよどり

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

：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクゴルフ

夜の活動

木工細工

：ファイヤーのつどい

13:30
入浴時間 18：10～18：50

入浴時間 20：50～21：30

入浴時間 20：00～20：40

入浴時間 19：00～19：40

入浴時間 17：30～18：10

ろうそく大１、小18

20:00

ろうそく大１、小５２
CS

リーダー①

※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： 與儀 推進： 益田
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:30_ 11:45_
8:10 12:30

学3, ﾎｰﾙ2F,

山陽小野田市立
出合小学校

学3,

青少年_*指導料金あり 7：35_
8:15

野, 炊 野, ﾎｰﾙ2F,

周南市立周陽小学校

野, 野, ﾎｰﾙ2F,

青少年_*指導料金あり 7:40_
8:20

ｷ野, 炊 学1, 同左
下松市立久保小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 ｷ野, 学1, 同左

青少年_*指導料金あり 8:10_ 12:40_ 17:30_
8:50 13:20 18:10

学1, 多, 多, 多,
山口市立生雲・さくら
・徳佐連合小学校

学1, 多, 多, 同左 多,

*一般_指導料金なし 8:20_ 12:00_ 17:40_
9:00 12:40 18:20

ｵﾘ室, ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室,

中国電力労働組合

ｵﾘ室, ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室,ｹﾞｽﾄ④⓺

同上
ｹﾞｽﾄ②③
石風呂棟 同上 同上 同上
ファミリー②

リーダー②
0

18:30 18:50～20:00

26 26

（自主活動）
ほととぎす

歌練習 仲間づくり
つぐみ

入所挨拶は，6月20日夕べのつどいにて行う
1095

山
口

２／４

うぐいす 入浴希望 20:00
もず 会場準備 開講式 講義

13:20

同上同上 室内ﾋﾞﾝｺﾞ ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ
14:00 15:30

21 16 37

19:30

37 37

ろうそく小３０
ｹﾞｽﾄ①

CS
セミナー棟

374
山
口

２／３

ぶな 9:30 入浴希望 18:30
もみ TAP_2G OL_○G

14:00

同上 同上 同上

31 25 56 56 56

カレー　7人×8リーダー①

3
山
口

退／２

ひのき 9:30 入浴希望
あかまつ 野外炊飯_8G 奉仕活動 退所式 退所

14:00 14:30 15:00

（野外炊飯点検）
同上 同上 同上

20 25 45 46 46

カレー7x2、８ｘ４リーダー② （野外炊飯点検）

2
山
口

退／２

つぐみ 9:30 入浴希望
ほととぎす 野外炊飯_6G 退所準備等 退所

13:30 15:00

室内ﾋﾞﾝｺﾞ

7 15 22

ファミリー①

ひよどり 入浴時間
13:00

22 22

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

入浴希望
DG

：ファイヤーのつどい

：ターゲットバードゴルフ

2019/6/20 (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

：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

夜の活動

退所式

入浴時間

入浴時間

入浴時間 18：30～19：20

入浴時間 20:00～21:00

※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。



3/6

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： 與儀 推進： 益田
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計
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

：ファイヤーのつどい

：ターゲットバードゴルフ

2019/6/20 (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

：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

夜の活動

青少年_*指導料金あり 18:10_
18:40

学2, 同左 弁 学2, 学3, 天,
下松市立東陽小学校

学2
夕：国旗(3)，所旗(3) 学2, 同左 学2, 学3, 学1,

同上 同上 同上 星の話  　

21 13 34

19:30

34

お弁当　俵むすび大　　34
天体観察

ファミリー①

346
山
口

入／２

きじ 10:00 10:30 入浴希望 21:00
ひよどり 入所 OR TAP_2G

13:30
入浴時間 21：00～21：50

※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： 與儀 推進： 益田
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:40_ 11:45_
8:20 12:30

工, 学2, 同左 同左
山口市立生雲・さくら
・徳佐連合小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 工, 学2, 同左

青少年_*指導料金あり 8:10_
8:50

野, 炊 学1,
下松市立東陽小学校

野, 学1,

*一般_指導料金なし 7:30_ 12:00_ 17:40_
8:10 13:00 18:20

ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室, 野, 食堂 営,
中国電力労働組合

炊
ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室, 野, ｵﾘ室,

青少年_*指導料金あり 17:30_
18:20

学1, ｷ野, 炊 ｷ野, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ,
益田市特別支援教育部会

中学校部会

夕：国旗(3)，所旗(3) 学1, ｷ野, ｷ野, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ,

05

入浴希望

49

同上同上 同上 同上 同上

10人×4班，9人×1班

夜のつどい
リーダー① 荷物ホール2Fへ移動 入所OR終わり次第

4931 18 494
島
根

入／２

ひのき 10:30 入浴希望 19:00
あかまつ 入所OR 野外炊飯_5G 野外炊飯_片付け 屋内レクリエーション

ｹﾞｽﾄ④⑥

CS 野外炊飯　食器セットは，10人分／セットです。

ｹﾞｽﾄ②③
石風呂棟 同上 同上 同上
ファミリー②

リーダー②
67 33 100

18:30

109 109

ほととぎす 焼肉（豚・牛・鳥）は，肉の種類で

CF
つぐみ

21
まとめて，受取。（班分けの必要はなし）

3
山
口

３／４

うぐいす 8:40 10:40 入浴希望 20:00
もず 講義 イベント企画 イベント企画 野外炊飯　9G

13:10 15:00~18:30

同上 同上

21 13 34 34 34

野外炊飯　メニュー　カレー
6人×1　　7人×4

ファミリー①

2
山
口

退／２

きじ 9:30 入浴希望
ひよどり 野外炊飯_5G 退所式

14:15

同上 同上 同上

21 16 37 37 37

焼板３０
ｹﾞｽﾄ①

セミナー棟 振り返り
もみ 焼板細工 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃 退所式 退所

12:30 13:00 13:30

夜の活動 備考

1
山
口

退／３

ぶな 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

入浴希望

：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

2019/6/21 (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

入浴時間

入浴時間

入浴時間 20：00～21：00

入浴時間 19：00～20：00

入浴時間

88

反省会とレクリエーション

※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。



5/6

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： 與儀 推進： 益田
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:30_ 12:30_
8:20 13:20

ﾎｰﾙ1/2, 同左 学1, 同左
益田市特別支援教育部会

中学校部会

ﾎｰﾙ1/2, 同左 学1, 同左

*一般_指導料金なし 8:00_
9:00

ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室, 同左
中国電力労働組合

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室, 同左

18:10_
18:50

ﾎｰﾙ2F, ﾎｰﾙ1/2, 天, ｵﾘ室,

天文冬の陣実行委員会

ﾎｰﾙ2F, ﾎｰﾙ1/2, ｵﾘ室, ﾎｰﾙ1/2, ｵﾘ室,

*一般_指導料金なし 11:45_ 17:40_
12:30 18:20

山口モダンジャズ研究会

青少年_指導料金なし 11:45_ 17:30_
12:30 18:10

学2, 同左 多, 学2, 多,
山口県ドッジボール協会

夕：国旗(3)，所旗(3) 学2, 同左 多, 学2, 多,

同上同上

15 15 30 8

ルール・実技研修

セミナー棟

305
山
口

入／２

ぶな 入浴希望 18:00
もみ 入所 ルール・実技研修

13:00

7 7 6

ジャズクリニック

64
山
口

入／２

ファミリー① 9:00 入浴希望
ファミリー② 入所 ジャズクリニック ジャズクリニック

実行委員企画の会議

星の話 ｵﾘ室・ﾌﾟﾚｲﾎｰﾙの備品確認同上 同上 同上

3 2 5

20:30

ﾌﾟﾚｲﾎｰﾙ倉庫確認のみ

日中，夜　ホールは，活動では使用しない

天体観察 ｵﾘ室の備品確認
リーダー② （備品確認） 駐車場・売店等

20:30
5

ホールの倉庫のみ備品確認を行う
3

愛
媛

入／２

もず 入浴希望 17:30
つぐみ 入所 ﾌﾟﾚｲﾎｰﾙ倉庫確認のみ 施設確認

13:00

ｹﾞｽﾄ④⓺
ｹﾞｽﾄ②③
石風呂棟 同上 同上 同上 同上

リーダー②
67 33 100 109 109

ファミリー②

ほととぎす

つぐみ

2
山
口

退／４

うぐいす 9:00 11:30 入浴希望
もず 講義 閉講式 講義 閉講式 退所

12:30 14:00 14:50

同上 同上 同上
13:30

31 18 49 49 49

リーダー① 職員出席
あかまつ TAP_2G 退所式 退所

13:30

夜の活動 備考

1
島
根

退／２

ひのき 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

入浴希望

：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

2019/6/22 (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

入浴時間 18：10～18：50

ファミリー棟 ファミリー棟

ファミリー棟 ファミリー棟

ファミリー棟

ファミリー棟

入浴時間

入浴時間

入浴時間 17：30～18：10

入浴時間 ファミリー棟

※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。



6/6

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： 與儀 推進： 益田
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

2019/6/22 (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

青少年_指導料金なし

学3, 持 学3, 同左
岩国市教育委員会
岩国市科学センター

企画_指導料金なし

石, 石,
ぽんぽこ自然学校

石, 石,

中止 中止

25 7 32

入浴時間
40人部屋希望

6
山
口

日帰

10:00 入浴希望
入所 野外昆虫採集 昆虫標本の作り方 退所

13:00 15:00

7
共
催

日帰り

※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。


