
1/17

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

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 12:00_ 17:30_
12:50 18:30

ｵﾘ室, MTB広場, 天, ｵﾘ室,

山陽小野田市立 ｵﾘ室,

厚狭小学校

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

105

星の話 自主活動
室内ﾋﾞﾝｺﾞ

同上 同上 和紙づくり

和紙10
ひよどり

19:30
105

ファミリー② 13:30
リーダー②

56 47 103

19:30 20:45
天体観察 NW 入浴時間 18:30～19:20

きじ 寝床の準備 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ 4チーム
ほととぎす 入所式 OR MTB 4チーム

13:30

夜の活動 備考

1
山
口

入／３

つぐみ 10:00 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

入浴希望  

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/9/30 (月)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

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

ﾎｰﾙ 同左 学1, MTB広場, つ,
山陽小野田市立 学2, 多, ﾎｰﾙ2F, ｵﾘ室,

厚狭小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 ﾎｰﾙ 同左 学1, 工, ﾎｰﾙ,

学2, 多, 石, ｵﾘ室,

青少年_*指導料金あり 11:45_ 18:30_
12:30 19:20

ｵﾘ室, 同左 ﾎｰﾙ 同左 学2, ｵﾘ室,

防府市立右田小学校 学3, 多, 石,

ｵﾘ室, 同左 同左 学2, ｵﾘ室,

学3, 多, 石,
青少年_*指導料金あり 12:50_ 17:30_

13:30 18:10

学3, ﾎｰﾙ2F, 天,
下関市立養治小学校

夕：国旗(3人)，所旗(3人) 学3, 学1, 学1,

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

2019/10/1 (火)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

夜の活動 備考

3
山
口

入／３

ひのき 11:50 12:10

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  20:00
天体観察 入浴時間 18:40～19:20

リーダー① 入所OR
あかまつ 入所 入所式 DG

14:20

2314 9 23 23

星の話同上 ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ

1
山
口

２／３

つぐみ 9:30 入浴希望  
ほととぎす TAP_6G MTB 4チーム

13:45 19:30
CF 入浴時間 20:40～21:40

きじ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ 4チーム CFまき1、トーチ棒18、灯油2
ひよどり ろうそく大2、小97

105
ファミリー②

リーダー②
56 47 103 105 105

CS
室内ﾋﾞﾝｺﾞ

同上 和紙づくり

2
山
口

入／２

ぶな 10:00 入浴希望  
もみ 入所OR ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ TAP_6G

13:30 19:30
CS 入浴時間 17:30～18:20

うぐいす ろうそく大1、小95
もず

103
セミナー棟

44 59 103 103

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

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:35_
8:15

ｷ野, 炊 ｵﾘ室,

山陽小野田市立
厚狭小学校

ｷ野, ｵﾘ室,

青少年_*指導料金あり 8:10_
8:50

野, 炊 多,
防府市立右田小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 野, 多,

青少年_*指導料金あり 7:30_ 12:40_
8:00 13:20

ﾎｰﾙ 同左 工, 炊 多,
下関市立養治小学校

ﾎｰﾙ 同左 工, 多,

青少年_*指導料金あり 11:45_
12:30

ｵﾘ室, 多, 野, 炊 ﾎｰﾙ,

山陽小野田市立
高千帆小学校

ｵﾘ室, 多, 野, ﾎｰﾙ,

青少年_*指導料金あり 12:30_ 17:30_
13:10 18:30

多, ﾎｰﾙ 同左 学1, 天,
宇部市立西宇部小学校 学2,

夕：国旗(3人)，所旗(3人) 多, ﾎｰﾙ 同左 学1, ｵﾘ室,

学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

2019/10/2 (水)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

夜の活動 備考

5
山
口

入／３

ぶな 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

入浴希望 　20:50
天体観察 入浴時間 19：00〜19:40

セミナー棟 OR
もみ 入所式 TAP_4G

13:30

6432 32 64 64

星の話同上 同上 　

3
山
口

２／３

ひのき 9:30 入浴希望 　
あかまつ TAP_2G 野外炊飯_4G

14:00 19:30
CS 入浴時間 21:20～21:50

リーダー①

ﾃﾞｨﾆｯｼｭ23　18:30

ろうそく大1
23

ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ23　18:30
14 9 23 23 23

同上同上 同上

1
山
口

退／３

つぐみ 9:30 入浴希望
ほととぎす 清掃・移動 野外炊飯_16G 退所式 退所

14:30 15:00
入浴時間

きじ カレー6x7、7x9
ひよどり ｱｸｴﾘｱｽ97　14:00

ファミリー②

リーダー②
56 47 103 105 105

同上 同上 同上 同上

2
山
口

退／２

ぶな 9:30 入浴希望
もみ 野外炊飯_12G 奉仕活動 退所式 退所

15:00 15:30
入浴時間

うぐいす カレー9x7、8x5
もず

セミナー棟
44 59 103 103 103

同上同上 同上 同上

4
山
口

入／３

もず 10:30 入浴希望 　
つぐみ 入所 入所式 荷物搬入 野外炊飯_説明 野外炊飯_12G

13:30 14:10 19:30
NW 入浴時間 20:30～21:20

ほととぎす OR 16:00食事希望 水筒用お茶希望
きじ カレー9x10、8x2

106
ﾏﾝﾊｯﾀﾝ106

リーダー②

ひよどり
59 47 106 106

CS打ち合わせ
ｽﾀﾝﾂ準備ファミリー② 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。
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オリ ﾎｰﾙ セミナー MTB広場 キ野 入所OR ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:30_ 11:45_
8:00 12:20

工, 学3,
下関市立養治小学校

工, 学3,

青少年_*指導料金あり 7:40_ 11:50_ 18:20_
8:20 12:30 19:00

ｵﾘ室, 工, ｵﾘ室,

宇部市立西宇部小学校

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ｵﾘ室, 工, ｵﾘ室,

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

ﾎｰﾙ 同左 学1, ﾎｰﾙ 同左 学1, ﾎｰﾙ,

山陽小野田市立 学2, 学3, ﾎｰﾙ2F, 学2, 多, ｵﾘ室,

高千帆小学校

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

学2, 学3, 石, 学2, 多, ｵﾘ室,

青少年_*指導料金あり 12:00_
12:30

多, 同左 野, 炊 多, 宿,
防府市立牟礼小学校

多, 同左 野, 多, 宿,

同上 同上同上 室内ﾋﾞﾝｺﾞ 同上

ろうそく大1、小71

7642 35 77 76

19:45 21:45
CS 就寝準備 入浴時間 18:45～19:30

リーダー① OR カレー9x4、10x4

4
山
口

入／２

ひのき 9:10 9:30 10:30 入浴希望 　
あかまつ 入所 入所式 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ 野外炊飯_8G

13:30

同上ファミリー② 同上 同上

きじ ろうそく大1、小99

106
リーダー②

ひよどり
59 47 106 106 106

19:00
CS 入浴時間 20:45～21:45

ほととぎす 水筒用お茶希望

3
山
口

２／３

もず 9:30 入浴希望 　
つぐみ TAP_6G TAP_6G

13:30

同上

14 9 23 23 23

入浴時間
リーダー① 焼板18

1
山
口

退／３

ひのき 9:30 入浴希望
あかまつ 焼板細工 退所式

13:00

64 64

同上室内ﾋﾞﾝｺﾞ 同上

和紙6
ろうそく大1、小59

6432 32 64

19:00
CS 入浴時間 17:30～18:10

セミナー棟

もみ WR 和紙づくり
13:30

夜の活動 備考

2
山
口

２／３

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 　

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/3 (木)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:40_ 12:00_
8:20 12:40

工, ｵﾘ室,

宇部市立西宇部小学校

工, ｵﾘ室,

青少年_*指導料金あり 8:10_
9:00

ｵﾘ室, 同左 弁 ｵﾘ室,

山陽小野田市立
高千帆小学校

ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室, ｵﾘ室,

青少年_*指導料金あり 7:30_ 12:40_
8:10 13:20

ﾎｰﾙ 同左 学1, 多, ｵﾘ室,

防府市立牟礼小学校 学2,

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

学2,
青少年_指導料金なし 17:30_

18:20

多, 同左 弁 ﾎｰﾙ, ｵﾘ室,

周南市立桜木小学校

夕：国旗(3人)，所旗(3人) 多, 同左 多, ﾎｰﾙ, ｵﾘ室,

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 ：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 ：ナイトウォーク

2019/10/4 (金)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

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
入浴時間

セミナー棟

もみ 焼板細工 退所式 退所
13:30 14:00

焼板59

32 32 64 64 63

同上

4
山
口

入／２

ひのき 10:00 10:30 11:00 入浴希望 　
あかまつ 入所 入所式 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ OL_　　G

13:30 19:30
CS 入浴時間 21:00～21:50

リーダー① (小雨決行) 俵むすび洋76
ろうそく大1、小71

7643 33 76 76

同上
(ドッジビー)

同上 D9 室内ﾋﾞﾝｺﾞ

2
山
口

退／３

もず 9:30 11:10 入浴希望
つぐみ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾝｺﾞ 退所式 退所

12:00
入浴時間

ほととぎす 俵むすび洋106
きじ

リーダー②

ひよどり
59 47 106 106 106

ファミリー② 室内ﾋﾞﾝｺﾞ 同上 同上

3
山
口

退／２

ひのき 9:30 入浴希望
あかまつ TAP_4G 散策 退所式

13:30 15:00
入浴時間

リーダー①

42 35 77 76 76

同上 自主活動 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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

企画_指導料金なし 17:30_
18:10

星をみる会

企画_指導料金なし

防府マルシェ

青少年_指導料金なし 7:30_
8:20

野, 炊 野, ｵﾘ室,

周南市立桜木小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 野, 野, ｵﾘ室,

青少年_指導料金なし 11:45_ 18:20_
13:00 19:20

所外, 所外, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

JFAトレセンU-12
山口合同研修会

夕：つどい不参加 所外, 所外, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

青少年_指導料金なし 17:30_
18:15

多, 多,
秋虫の声を聴く会

夕：国旗(3人)，所旗(3人) 多, 多,

同上同上

ひよどり

5126 25 51

18:30
学習等 入浴時間 20:40～21:50

きじ

5
山
口

入／２

つぐみ 入浴希望 　
ほととぎす 受付 入所OR

16:00 16:30

同上同上 同上

セミナー棟

98
リーダー①

75 23 98 98

講義 入浴時間 19：30〜20：30
もみ

4
山
口

入／２

ひのき 入浴希望
あかまつ 実技研修 実技研修 入所

16:30

0

入浴時間

2
事
業

出前

入浴希望

星の話

0

19:00
天体観察 入浴時間 18:10～19:00

もず

同上

1
事
業

入／２

ぶな 入浴希望
うぐいす

76 76

同上 同上

カレー8x5、9x4

43 33 76

入浴時間
リーダー① 退所式
あかまつ 野外炊飯　9G 野炊後片付け 奉仕活動 退所

13:30 15:30

夜の活動 備考

3
山
口

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

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/5 (土)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

企画_指導料金なし 8:10_
8:50

星をみる会

青少年_指導料金なし 7:30_
8:10

所外, 所外, ｵﾘ室,

JFAトレセンU-12
山口合同研修会

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

青少年_指導料金なし 7:40_
8:20

多, 同左
秋虫の声を聴く会

多, 同左

2019/10/6 (日)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ

夜の活動

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 ：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 ：ナイトウォーク

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：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

備考

1
山
口

退／２

ぶな

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
入浴時間

もず
うぐいす

0

山
口

退／２

ひのき 入浴希望
あかまつ 実技研修 実技研修 退所 入浴時間

セミナー棟

15:00

もみ

リーダー①
75 23 98 98

同上同上 同上

3
山
口

退／２

つぐみ 9:30 12:00 入浴希望
ほととぎす 学習等 退所 入浴時間
きじ

ひよどり

26 25 51 51

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 17:30_
18:20

ｵﾘ室, 持 ﾎｰﾙ 同左 ｵﾘ室, 営, 工, 石,
宇部市立西岐波小学校 学1, 学2, 学3,

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

学1, 学2, 学3,
青少年_指導料金なし

ﾎｰﾙ, 中央, 持 ｴﾝﾄﾗﾝｽ,

西佐波保育園
子育て支援センター

ﾎｰﾙ, 同左 ﾎｰﾙ, ｴﾝﾄﾗﾝｽ,
あそび

同上 同上 親子ふれあい

40

入浴時間
遊ぶ

2
山
口

日帰

10:30 入浴希望
バス 入所OR 自然の中で 退所

13:00

そのため、周辺は静かな環境で
CS・ナイトソロ ナイトソロは工作棟周辺で行う同上 同上

CF・CS時物品貸出希望
ほととぎす CFまき1、トーチ棒2、灯油1

121
ろうそく大1、小114リーダー②

61 60 121

19:10
CF・ナイトソロ 入浴時間 20:30～21:50

つぐみ
もず 入所 OR TAP_6G

13:30

夜の活動 備考

1
山
口

入／２

うぐいす 10:20 10:50

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 　

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/7 (月)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:30_ 12:20_
8:20 13:10

多, 多,
宇部市立西岐波小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 多, 多,

青少年_*指導料金あり 17:40_
18:30

ﾎｰﾙ2F, 野, 炊 多, ﾎｰﾙ,

周南市立今宿小学校

ﾎｰﾙ2F, 野, 多, ﾎｰﾙ,

青少年_*指導料金あり 17:30_
18:10

学1, 同左 学2, 学3, 持 学1, 学2, 学3, 学1, 学2, 学3,
徳山工業高等専門学校

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

*一般_指導料金なし 12:00_
12:30

ｵﾘ室, 同左 同左 ｵﾘ室, 同左
山口市快適環境づくり
推進協議会

ｵﾘ室, 同左 同左 ｵﾘ室, 同左

同上同上 同上 同上

5030 20 50

測量実習 入浴時間 18:10～19：00
ファミリー①

4
山
口

入／４

ほととぎす 10:20 11:00 入浴希望 　
ひよどり 入所OR 機材搬入 測量実習

13:30

同上 同上 同上 森林セラピー(座学)

プロジェクター・スクリーン貸出

36 4 40 35

入浴時間

3
山
口

日帰

9:45 入浴希望
入所 事例発表 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 森林セラピー体験 退所

13:00 15:15

室内ﾋﾞﾝｺﾞ 同上 同上

ほととぎす 多目的ルームに荷物保管
リーダー②

61 60 121 121 121

14:00
入浴時間

つぐみ

同上

2
山
口

退／２

うぐいす 9:30 入浴希望
もず OL　24G 奉仕作業 退所式 退所

13:45

72

D9同上 同上

カレー9x8

7233 39 72

19:00
NW 入浴時間 20:30～21:30

セミナー棟

もみ 入所式 野外炊飯　8G 室内めぐり
15:00

夜の活動 備考

1
山
口

入／３

ぶな 10:00 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

入浴希望 　

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/8 (火)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

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

ﾎｰﾙ 同左 ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

周南市立今宿小学校 多, ﾎｰﾙ2F,

夕：国旗(3人)，所旗(3人)

ﾎｰﾙ 同左 ｵﾘ室, ｵﾘ室, ｵﾘ室,

多, 石,
青少年_*指導料金あり 7:30_ 12:00_ 17:30_

8:10 12:40 18:10

学1, 学2, 学3, 学1, 学2, 学3, 天,
徳山工業高等専門学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 同左 学2, 学3, 学1, 学2, 学3, 多,

星の話
20:30

5030 20 50 50 50

20:30
天体観察 入浴時間 18:10～19：00

ファミリー①

室内ﾋﾞﾝｺﾞ

2
山
口

２／４

ほととぎす 9:00 入浴希望 　
ひよどり 測量実習 測量実習

72 72

同上同上

(ビーイング)

7233 39 72

18:30
ふり返り 入浴時間 20:00～21:00

セミナー棟

もみ TAP_5G OL_○G
14:00

夜の活動 備考

1
山
口

２／３

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 　

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/9 (水)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

青少年_*指導料金あり 7:30_
8:10

工, 弁 多,
周南市立今宿小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 工, 多目的 多,

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

学1, 学2, 学3, 学1, 学2, 学3, 多,
徳山工業高等専門学校

学1, 学2, 学3, 学1, 学2, 学3, 多,

青少年_*指導料金あり 18:30_
19:20

ｵﾘ室, 同左 弁 ﾎｰﾙ 同左 ｵﾘ室, ﾎｰﾙ,

山口市立湯田小学校 ﾎｰﾙ2F, 石,

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ｵﾘ室, 同左 ｵﾘ室, ﾎｰﾙ 同左 ｵﾘ室, ﾎｰﾙ,
ﾎｰﾙ2F, 石,

*一般_指導料金なし

とくぢ茶花教室
1 1

入浴時間

4
佐
賀

入／５

ｹﾞｽﾄ① 入浴希望
入所

同上同上 同上

あかまつ ろうそく大1、小110

ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ118　20:30
118

俵むすび小118リーダー①
60 58 118 118

19:30
CS 入浴時間 17：30～18：30

もみ OR ｷｬﾝﾄﾞﾙ作成 CS時ﾗｼﾞｶｾ、ﾏｲｸ、燭台、衣装希望

3
山
口

入／２

ひのき 9:40 9:50 入浴希望 　
ぶな 旗の掲揚後入所 入所式 宿泊棟移動 TAP_5G

13:30

同上同上 同上

5030 20 50 50 50

レクレーション 入浴時間 20：00～21：00
ファミリー①

同上

2
山
口

３／４

ほととぎす 9:30 入浴希望
ひよどり 測量実習 測量実習

72 72

同上

焼板67
俵むすび小67、大5

33 39 72

入浴時間
セミナー棟

もみ 焼板細工 退所式
14:30

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

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/10 (木)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

企画_指導料金なし

西京ノルディック

企画_指導料金なし

きらら

青少年_*指導料金あり 8:00_ 11:45_
8:40 12:40

学1, 学2, 学3, 学1,
徳山工業高等専門学校

学1, 学2, 学3, 学1,

青少年_*指導料金あり 7:30_
8:10

ｷ野, 炊 ｵﾘ室,

山口市立湯田小学校

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 ｷ野, ｵﾘ室,

*一般_指導料金なし

とくぢ茶花教室
1 1

入浴時間

5
佐
賀

２／５

ｹﾞｽﾄ① 入浴希望
所外

同上 同上

あかまつ カレー7x3、8x11、9x1
リーダー①

60 58 118 118 118

入浴時間
もみ 職員あいさつ希望 水筒用お茶希望

4
山
口

退／２

ひのき 9:30 入浴希望
ぶな 野外炊飯_15G 退所式 退所

14:30 15:00

同上 同上

30 20 50 50 50

入浴時間
ファミリー①

3
山
口

退／４

ほととぎす 入浴希望
ひよどり 測量実習 退所式

13:00

0

入浴時間

2
事
業

出前

入浴希望

同上

0

入浴時間

1
事
業

出前

入浴希望
西京スタジアム

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

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/11 (金)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

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

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/11 (金)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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

　
ｵﾘ室, ｵﾘ室,

山口県立山口総合
支援学校中学部2年

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ｵﾘ室, 学1, 学2, ｵﾘ室,

MTB広場,

室内ﾋﾞﾝｺﾞ

17

同上同上

ろうそく大1、小12

177 10 17

20:00
CS 入浴時間 19：00～20：00

リーダー①

ぶな 入所 入所OR MTB、散策等
14:00

6
山
口

入／２

ひのき 11:00 11:10 入浴希望 　

※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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

企画_指導料金なし 17:40_
18:20

多, 同左 弁 多, 多,
森の子くらぶ②

多, 同左 多, 多, 多,

青少年_指導料金なし 7:30_ 12:00_
8:10 12:50

学1, 学1,
山口県立山口総合
支援学校中学部2年

朝：国旗(3)，所旗(3)
朝：司会(1)，体操数名 学1, 学1,

*一般_指導料金なし

とくぢ茶花教室

青少年_*指導料金あり 11:45_ 18:20_
12:40 19:20

学2, MTB広場, 天,
田布施町
柔道スポーツ少年団

学2, 学2, 学1, ｵﾘ室,

青少年_指導料金なし 17:30_
18:20

ﾎｰﾙ, 弁 わ, 営, ｵﾘ室,

宮城復興支援センター

ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, ｵﾘ室,

　　　　　　　　灯油　1

晴れの場合CFまき　1セット
　　　　　　　　トーチ棒1

CS 同上同上 室内アクティビティー

もず お弁当

俵むすび　小　　　100
140

俵むすび　大洋風　40リーダー①
70 70 140 140

18:30 21:30
CF 大人ミーティング 入浴時間 20：10～21:10

うぐいす 走り回れる場所 肝試し

5
宮
城

入／２

あかまつ 11:00 入浴希望 　
もみ 入所OR 野外アクティビティー

星の話
D9

同上 屋内ｽﾎﾟｰﾂ ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ

15
13:30 14:10

9 7 16 15

19:30
天体観察 入浴時間 21：10～21：50

ファミリー① 入所OR

4
山
口

入／２

きじ 11:00 入浴希望
ひよどり 入所 MTB

13:30

1 1

入浴時間

3
佐
賀

３／５

ｹﾞｽﾄ① 入浴希望
所外

同上 始まりの会

0

18:30
みんなで遊ぼう 入浴時間 19：30～20：10

1
事
業

入／２

ひのき 10:30 11:10 入浴希望
ぶな 受付 始まりの会 秋見つけ

14:00

17 17

同上 同上

7 10 17

入浴時間
リーダー①

ぶな ﾌﾛｱｶｰﾘﾝｸﾞ 退所式
13:40

夜の活動 備考

2
山
口

退／２

ひのき 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

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/12 (土)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

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

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2019/10/12 (土)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：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

：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 ：ナイトウォーク

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 11:50_
12:40

　 オードブル

ｵﾘ室, ｵﾘ室, リーダー

ふしの岩戸太鼓保存会

夕：国旗(3人)，所旗(3人) ｵﾘ室, ｵﾘ室, リーダー リーダー

同上同上 同上 同上

2521 7 28 25

交流会 入浴時間 17：30～18：30
リーダー② 荷おろし

6
山
口

入／２

つぐみ 11:00 入浴希望
ほととぎす 入所 入所OR 太鼓練習

13:30

※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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

企画_指導料金なし 12:00_ 17:30_
12:30 18:10

多, 多,
ＴＡＰ研修会

青少年_指導料金なし 7:30_
8:00

野, 炊 野, 多,
森の子くらぶ②

野, 野, 野, 多,

青少年_*指導料金あり 7:50_ 12:40_
8:20 13:30

学1, ｴﾝﾄﾗﾝｽ,

田布施町
柔道スポーツ少年団

朝：司会(1)，体操数名 学1, ｴﾝﾄﾗﾝｽ,

青少年_指導料金なし 8:10_ 12:30_
9:00 13:20

わ, わ, ﾎｰﾙ,

宮城復興支援センター

朝：国旗(3)，所旗(3) ﾎｰﾙ, ﾎｰﾙ, 同左

青少年_指導料金なし 7:40_ 11:45_
8:10 12:30

ｵﾘ室, ｵﾘ室, 同左
ふしの岩戸太鼓保存会

ｵﾘ室, 同左 同左

同上 同上 同上

16 16
ひよどり

2019/10/13 (日)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：学習室２

19:00 入浴希望
入所 研修 研修 研修 入浴時間

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 ：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 ：ナイトウォーク
：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

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

2
事
業

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

1
事
業

入／２

10:00 11:00 13:00

ぶな 野外炊飯_○G 後片付け

きじ
8 8 16

さよならの会
13:00 14:00

夜の活動 備考

入浴希望
入浴時間

18：10-19：00

0

同上 同上 同上

3
山
口

退／２

きじ 9:30 入浴希望
ひよどり TAP_1G 退所

14:00
入浴時間

ファミリー①

9 7 16 15 15

同上 同上

4
宮
城

退／２

あかまつ 9:30 入浴希望
もみ 野外アクティビティー 野外アクティビティー 退所

13:30 16:00
入浴時間

うぐいす 走り回れる場所 走り回れる場所
もず

リーダー①
70 70 140 140 140

同上室内アクティビティー 室内アクティビティー

5
山
口

退／２

つぐみ 入浴希望
ほととぎす 太鼓練習 文化活動 退所

13:30 15:00
入浴時間

リーダー②

21 7 28 28 28

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 ＧＧ TAP
学１ ﾎｰﾙ2F 天 ハイエレ キＧ OL NW
学２ 多 中央 ローエレ 長Ｇ WR MTB
学３ 工 わ 営 DG CF 専門： 中島 推進： 益田
学３前 石 つ 野 D９ CS

男 女 合計

2019/10/13 (日)
：学習室３ ：工作棟 ：わんぱく広場 ：営火場 ：ディスクゴルフ
：学習室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 ：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 ：ナイトウォーク
：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

：キャンプファイヤー

：学習室３前スペース ：石風呂棟 ：つどいの広場 ：野外炊飯場 ：ディスクナイン ：キャンドルのつどい

：マウンテンバイク

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 夜の活動 備考

青少年_指導料金なし

　
学2, 学2, 同左

とくぢ茶花教室

学2, 学2, 同左

6
佐
賀

４／５

ｹﾞｽﾄ① 10:00 入浴希望
茶花教室 茶花教室退所

15:00
入浴時間

1 1 10

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。


