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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 NW
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 與儀 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_ 12:10_
8:10 12:50

所外 ｴﾝﾄﾗﾝｽ,

山口県立熊毛南高等学校

女子サッカー部

朝：国旗(3)，所旗(3) 所外 ｴﾝﾄﾗﾝｽ,

朝：司会(1)，体操数名
青少年_*指導料金あり 12:00_ 18:30_

12:50 19:20

ｵﾘ室, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, ｵﾘ室, ｵﾘ室,, 天, ｵﾘ室,

山口県立山口高等学校 ｵﾘ室, 学2, 多,
理数科３校合同

ｵﾘ室, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, ｵﾘ室, ｵﾘ室,, ｵﾘ室, 同左
ｵﾘ室, 学2, 多,

青少年_*指導料金あり 17:30_
18:10

学3, 同左 学3,
宇部フロンティア大学付属

香川高等学校生徒会

夕：国旗(3人)，所旗(3人) 学3, 同左 学3,

青少年_*指導料金あり 17:40_
18:20

ﾎｰﾙ2F, 石, ﾎｰﾙ, 多, 学2,
福岡県立北筑高等学校

生徒会執行部

ﾎｰﾙ2F, 石, ﾎｰﾙ, 多, 学2,

青少年_指導料金なし 18:00_
19:00

学1, 同左 学1,
株式会社アウルズ
（岩国市教育委員会）

学1, 同左 学1,

同上 同上同上 同上

105 5 10

打ち合わせ 自由時間 入浴時間 19:00～19:40
ｹﾞｽﾄ① OR 打ち合わせ 大人のみの現場打ち合わせ

5
山
口

入／４

うぐいす 入浴希望 19:00
もず 入所 現場確認

14:00

同上
14：30～ホール，多目的ルーム使用可能

30
14：30～プレイホール，多目的ルーム使用可能

30

研修 入浴時間 19:40～20:30
リーダー② 14：30～ホール，多目的ルーム使用可能

4
福
岡

入／２

つぐみ 入浴希望
ほととぎす TAP　2G

13:30

役員研修同上 同上

136 7 13

19:00
入浴時間 20:30～21:30

ファミリー①

3
山
口

入／２

きじ 入浴希望 20:30
ひよどり 入所 役員研修

13:00 15:00

星の話 同上同上 同上 同上 同上

もみ オレンジジュース　118（18:00）

20:30 ﾎｰﾙ，多目的は，14：30～別団体使用
120

セミナー棟
85 39 124 120

20:30
天体観察 夜食 入浴時間 17:30～18:30

ぶな に挑戦しよう ﾎｰﾙ，多目的は，14：30～別団体使用 メロンパン　118（18:00）

2
山
口

入／２

ひのき 10:00 10:20 入浴希望 17:30～18:30
あかまつ 開講式 科学の甲子園 ディベート予選 ディベート決勝

13:00~14：3０ 14:40~16：20

同上 同上

5 21 26 26 26

ファミリー② （サッカー交流広場）

1
山
口

退／３

もず 10:00
リーダー① 練習 退所

13:00

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

：マウンテンバイク

：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 ：ナイトウォーク

2019/8/5 (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

：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 NW
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 與儀 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_ 12:30_
8:10 13:10

工, ﾎｰﾙ, 同左 同左
山口県立山口高等学校

理数科３校合同

朝：国旗(3)，所旗(3) 工, ﾎｰﾙ, 同左 同左
朝：司会(1)，体操数名
青少年_*指導料金あり 7:40_ 12:40_

8:20 13:20

ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ2F,

宇部フロンティア大学付属

香川高等学校生徒会

ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ2F,

青少年_*指導料金あり 8:20_ 12:50_
9:00 13:30

ｵﾘ室, 多, 石, 学2,
福岡県立北筑高等学校

生徒会執行部

ｵﾘ室, 多, 石, 学2,

青少年_指導料金なし 7:50_ 12:00_ 18:00_
8:30 12:40 19:00

学1, 同左 同左 学1,
株式会社アウルズ
（岩国市教育委員会）

学1, 同左 同左 学1,

青少年_指導料金なし 17:30_
18:30

多, 多,
株式会社河合楽器製作所

カワイ音楽教室
広島四国指導担当

夕：国旗(3人)，所旗(3人) 多, 多,

同上

1125 85 110

入浴時間 20:00～21:00
セミナー棟

5
広
島

入／４

ぶな 入浴希望
もみ スタッフ入所

13:00

同上同上 同上 同上 同上

ほととぎす

47
ｹﾞｽﾄ①
リーダー②

23 23 46 10 47

各自宿泊棟にて 入浴時間 19:00～20:00
つぐみ 挨拶 （日本語で行う） 自由時間

4
山
口

２／４

うぐいす 9:00 10:30 入浴希望 19:00
もず 授業準備 バス到着 OR 活動①

13:00

同上

0 30 30

リーダー②

3
福
岡

退／２

つぐみ 9:30
ほととぎす TAP_2G 退所

同上 同上

6 7 13 13 13

ファミリー①

2
山
口

退／２

きじ 9:30
ひよどり TAP_1G 退所

13:00

同上 同上 同上 同上

もみ
セミナー棟

85 39 124 120 121

ぶな 竹細工（コップ以外）　115

1
山
口

退／２

ひのき 9:30
あかまつ 竹細工 長縄跳び大会 閉会式 退所

13:30-15:00 15:00 15:30

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

：マウンテンバイク

：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 ：ナイトウォーク

2019/8/6 (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

：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 NW
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 與儀 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

山口県児童センター
（出前）

青少年_指導料金なし 7:40_ 12:00_
8:30 12:40

学1, 野, 炊
株式会社アウルズ
（岩国市教育委員会）

朝：国旗(3)，所旗(3) 学1, 野,
朝：司会(1)，体操数名
青少年_指導料金なし 7:30_ 12:30_ 18:00_

8:30 13:20 18:40

宿, 多, 食堂 多, 同左 多, 宿,
株式会社河合楽器製作所

カワイ音楽教室
広島四国指導担当

参加者弁当

宿, 多, 晴：中央広場 多, 同左 多, 宿,
雨：多目的

青少年_*指導料金あり 17:30_
18:10

ｵﾘ室, 弁 ｵﾘ室, ｵﾘ室,

江田島市立大古小学校

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

同上 同上 お茶希望同上 同上

丸太　21

2716 11 27 27

スタンツ練習 就寝準備 入浴時間 18:30～19:30
ファミリー① 振り返り 俵むすび大　27

4
広
島

入／４

きじ 12:00 入浴希望
ひよどり 入所 TAP_1G

13:30

同上 同上 8/7　参加者は弁当同上 同上 同上 同上

もみ

8/7　昼食は，スタッフのみ食堂
130

セミナー棟
25 85 110 11 13人

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ ｽﾀｯﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 入浴時間 20:00～21:00
ぶな

3
広
島

２／４

ひのき 12:00 入浴希望 20:00
あかまつ スタッフ準備① 到着 入所式 施設内散策

14:00 15:00

同上同上 同上

ほととぎす

47
ｹﾞｽﾄ①

リーダー②
23 23 46 47 47

各自宿泊棟にて 入浴時間 21:00～21：50
つぐみ 自由時間

2
山
口

３／４

うぐいす 9:00 入浴希望 19:00
もず 活動② 野外炊飯_○G

13:00

同上

1
事
業

日帰

所外

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

：マウンテンバイク

：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 ：ナイトウォーク

2019/8/7 (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

：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 NW
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 與儀 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

学2, 弁 キＧ, 炊 キＧ,
心の冒険キャンプ

夕：つどい不参加 学2, キＧ, キＧ,

青少年_指導料金なし 7:30_ 12:00_
8:10 12:40

学1, 学1, 同左 同左
株式会社アウルズ
（岩国市教育委員会）

朝：国旗(3)，所旗(3) 学1, 学1, 同左 同左
朝：司会(1)，体操数名
青少年_指導料金なし 8:10_ 12:30_ 17:30_

9:00 13:30 18:20

多, ﾎｰﾙ, 同左 同左 営, 宿,
株式会社河合楽器製作所

カワイ音楽教室
広島四国指導担当

多, ﾎｰﾙ, 同左 ﾎｰﾙ,

青少年_*指導料金あり 7:40_ 17:40_
8:20 18:20

ﾎｰﾙ, 弁 工, 天,
江田島市立大古小学校

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ﾎｰﾙ, 工, 学1,

青少年_指導料金なし 18:10_
18:50

学3, 学3, 学3,
山口ReaL

学3, 学3, 学3,

同上同上 同上

108 2 10

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ② 入浴時間 17：30～18：10
リーダー①

5
山
口

入／２

うぐいす 11:30 入浴希望
もず 入所 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ①

講師希望
星の話 同上同上

ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄ　27（13:00）

20:00 幕の内　27
2716 11 27 27 27

20:00
天体観察 就寝準備 入浴時間 21:00～21:50

ファミリー① 講師希望 水筒用お茶希望

4
広
島

２／４

きじ 9:30 入浴希望 21:00
ひよどり TAP_1G 丸太でﾍﾟﾝｽﾀﾝﾄﾞづくり

14:00

CS同上 同上 同上 同上

もみ 雨：ろうそく大1、小150

130
セミナー棟

25 85 110 130 130

18:30
CF ｽﾀｯﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 入浴時間 20:00～21:00

ぶな 晴：CF用まき1

3
広
島

３／４

ひのき 入浴希望 20:00
あかまつ 班活動 お昼寝 あそぼう 班活動

15:00

同上同上 同上 同上

ほととぎす

ｹﾞｽﾄ①

リーダー②
23 23 46 47 47

16:00

つぐみ 出発

2
山
口

退／４

うぐいす 9:00
もず 活動④ まとめ バス出発 講師とスタッフ

13:00 14:00

同上

0

入浴時間 なし
キ管理棟
設営テント 集合

夜の活動 備考

1
事
業

入／５

常設テント 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

入浴希望 なし

：マウンテンバイク

：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 ：ナイトウォーク

2019/8/8 (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

：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 NW
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 與儀 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

：マウンテンバイク

：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 ：ナイトウォーク

2019/8/8 (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

：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_*指導料金あり 11：50_

12:30

ｵﾘ室, 同左 同左 中央, ｵﾘ室, 中央, ｵﾘ室, 同左
山口県緑の少年隊 学2,
連絡協議会

ｵﾘ室, 同左 同左 中央, ｵﾘ室, 中央, ｵﾘ室, 同左
学2,

同上同上 同上 同上 同上 同上

20 12 32 32

ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄ　32(10:00)、32(15:00)

6
山
口

日帰

9:00 10:00 10:20
入所 開会式 ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ 自然環境学習 TAP_2G 閉会式

12:40 13:30 15:50

※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 NW
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 與儀 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

ﾊﾟ弁 所外 所外 所外
心の冒険キャンプ

朝：つどい不参加 所外 所外 所外
夕：つどい不参加
青少年_指導料金なし 8:00_ 12:00_

8:50 12:50

宿, 多, 多, 多,
株式会社河合楽器製作所

カワイ音楽教室
広島四国指導担当

朝：国旗(3)，所旗(3) 宿, 多, 多, 多,
朝：司会(1)，体操数名
青少年_指導料金なし 7:40_ 11:50_

8:20 12:30

学3, 学3,
山口ReaL

学3, 学3,

青少年_*指導料金あり 7:30_ 12:20_ 17:40_
8:10 13:00 18:20

セミナー(板), 学2, 多, 多,
江田島市立大古小学校

セミナー(板), 学2, 多, 多,

青少年_指導料金なし 17:30_
18:00

ｵﾘ室, 同左 持 ｵﾘ室, 事務室, ｵﾘ室, 同左 ｽﾃｰｼﾞ,

右田保育園・右田幼稚園

ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室, 事務室, ｵﾘ室, 同左 ｽﾃｰｼﾞ,

同上同上

8 2 10 10 10

入浴時間
リーダー①

3
山
口

退／２

うぐいす 入浴希望
もず ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ③ 退所

16:00

←代表者会後に事務室にて確認
同上 同上 同上 キャンドルの準備の確認希望同上 カプラ 同上

リーダー② ろうそく　大1、小54

6127 36 63

荷物整理 キャンドル 入浴時間 18:00～18:50
ほととぎす OR 花火 ｽﾄｰﾝｱｰﾄ　54

5
山
口

入／２

もず 10:30 入浴希望 18:00
つぐみ 入所 虫とり・散策 ｽﾄｰﾝｱｰﾄ キャンドルの打合せ・確認

16:30

16：00～多目的ルーム使用可能 16：00～多目的ルーム使用可能
同上 同上 ろうそく大１、小同上 同上

幕の内　27

七宝焼　爪切り21
27

ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄ　27（8:00）
16 11 27 27 27

19:30
CS 就寝準備 入浴時間 21:00～21:50

ファミリー① 16：00～多目的ルーム使用可能 水筒用お茶希望

4
広
島

３／４

きじ 9:30 入浴希望 21:00
ひよどり 七宝焼 室内ﾋﾞﾝｺﾞ CSの準備

14：00～15：30 16:00

16：00まで多目的ルーム使用可能

同上 16：00まで多目的ルーム使用可能同上 同上 同上 同上

セミナー棟
25 85 110 130 130

16：00まで多目的ルーム使用可能

14:00 16:00

ぶな

2
広
島

退／４

ひのき
あかまつ 荷物整理 うちわ作り 退所式 バス出発 全ｽﾀｯﾌ退所

もみ

0 0 0

なし
入浴時間 なし

キ管理棟
設営テント

：ナイトウォーク

夜の活動 備考

1
事
業

２／５

常設テント

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

：ウォークラリー
：マウンテンバイク

：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

：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

2019/8/9 (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

：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

※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 NW
学３ 工 わ 営 FA MTB 専門： 與儀 推進： 中野
学３前 石 つ 野 DG CF

男 女 合計

：ナイトウォーク

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

：ウォークラリー
：マウンテンバイク

：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

：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

2019/8/9 (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

：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

17:50_
18:30

ﾎｰﾙ, 同左 MTB広場, ﾎｰﾙ, 学1, 学2,
山口県立豊浦高等学校 学3,
陸上競技部

18:30_
19:20

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ﾎｰﾙ, 同左 ﾎｰﾙ, 学1, 学2,
学3,

野, 炊 野,
山口大学教育学部
ちゃぶ台林間学校

野, 野,

106人

0

入浴時間

10

入浴希望

0

入浴時間

9

入浴希望

0

入浴時間

8

入浴希望

同上 同上

15 25 40 42

入浴時間
メニュー検討中（7/7現在）

7
山
口

日帰

10:40 10:50 入浴希望
入所 野外炊飯_○G 退所

14:10

同上 同上

もみ

合計176
セミナー棟

うぐいす
154 26 180

70人

19:30
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 入浴時間 18:50～21:00

ぶな

6
山
口

入／５

ひのき 入浴希望 18:00～19:15　20:00～21:00

あかまつ 入所 開講式 午後練習
13:00 13:30 15:30

研修棟通路

※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。


