
コミュニケーション・ダンス大会

　レクダンス、フォークダンス、新民踊、新曲をみんなで踊りましょう。

　パートシリーズ８９及び全国巡回発表曲の紹介、デモンストレーションも行います。

○主　　管 山口県コミュニケーション・ダンス協会

○日　　時 平成２９年９月３日（日）１０：００～１４：３０

○会　　場 サンライフ防府 体育室（防府市八王子２－８－９）

○定　　員 ８０名

○参加資格 山口県コミュニケーション・ダンス協会会員、一般

○参 加 料 ５００円

○申込期限 平成２９年８月２１日（月）

山口県コミュニケーション・ダンス協会事務局　河田健雄

〒７４７－０００３　防府市牟礼柳７－３１
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３５－２２－６６８７
ＴＥＬ（携帯）　０９０－４６５０－０１１３

○備　　考 体育館シューズが必要です。

ペタンク（ダブルス）交流大会

　ビュットと呼ばれる目標球にスチール製のボールを投げます。

○主　　管 山口県ペタンク協会、防府市ペタンク協会

○日　　時 平成２９年９月３０日（土）９：００～１６：３０

○会　　場 養護老人ホームやはず苑グラウンド（防府市大字江泊１７９０番地）

○定　　員 ４８チーム（ダブルス）

○参加資格 ペタンク愛好者

○参 加 料 ５００円／１名

○申込期限 平成２９年９月１５日（金）

防府市ペタンク協会事務局　久間昭夫

〒７４７－０８３５　防府市田島１２９８－８
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３５－２２－９６４３
ＴＥＬ（携帯）　０８０－１６４０－３６６６

○備　　考 雨天決行ですが、悪天候中止の決定は６：００とし、各チームの代表者

へ連絡いたします。

自然体験活動

　夕陽を眺めながら自然体験活動をしよう！　テント、野外炊事等を予定しています。

○主　　管 山口県キャンプ協会

○期　　日 平成２９年１０月１４日（土）～１５日（日）

○会　　場 竜王山公園オートキャンプ場（山陽小野田市小野田梶ヶ迫８４２）

○定　　員 ４０名

○参加資格 一般

○参 加 料 食事代・体験活動費等実費徴収

○申込期限 平成２９年９月３０日（土）

山口県キャンプ協会事務局

〒７４２－２１０２　大島郡周防大島町大字東三蒲１６４２
ＴＥＬ（携帯）　０８０－１９１６－６１５９

○申込み先

○申込み先

○申込み先

１

３

２



ターゲットバードゴルフ大会

　ゴルフ型のニュースポーツで、１本のクラブで羽根の付いたボールを傘をひっくり返し

たようなホールに入れる競技です。一般男子、女性、シニア男子の３つの部に分かれ、

１８ホールをラウンドして競技を行います。

○主　　管 山口県ターゲットバードゴルフ協会

○日　　時 平成２９年１０月１４日（土）１３：００～１５：００

○会　　場 やまぐちリフレッシュパーク芝生広場（山口市大内長野１１０７）

○定　　員 ７２名

○参加資格 県内のターゲットバードゴルフ愛好者

○参 加 料 １,０００円

○申込期限 平成２９年１０月４日（水）

山口県ターゲットバードゴルフ協会事務局　松本博之

〒７５３－０２１１　山口市大内長野１１０７

やまぐちリフレッシュパーク内

○備　　考 参加者は各自、ボール・クラブ・マットを持参してください。（貸出有り）

初心者アーチェリー交流大会

　各部８０ｃｍ的を使用。男女総合成績で表彰します。

○主　　管 山口市アーチェリー協会、やまぐちジュニアアーチェリークラブ

○日　　時 平成２９年１０月１５日（日）９：３５～

○会　　場 山口県弓道場（山口市維新公園４丁目１番１号）

○定　　員 ３０ｍの部１２名、１８ｍの部８名、１０ｍの部８名

○参加資格 ３０ｍ以内の競技会にしか出場したことがない、もしくは全く出場したこと

がない方

参加種目の距離を安全に射てる技量があると認められること

○参 加 料 ５００円

○申込期限 平成２９年１０月８日（日）

やまぐちジュニアアーチェリークラブ事務局　木原佳介

〒７５３－００２１　山口市桜畠６－７－２４

ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３－９３２－２９７０

Ｅメール　yamaguchi.jr.archery@gmail.com

○備　　考 予選ラウンド：各部　３６射×２回

決勝ラウンド：各部トーナメント戦（個人戦セットポイント制）

○申込み先

○申込み先

４

５



サイクリング大会ｉｎ山陽小野田

　ファミリーでも参加いただけるよう、山陽小野田市内の堤防道路を走行し、山陽オートレース

場往復の走りやすいコースを選定。山陽オートレース場では、場内の走行体験を行います。

○主　　管 山口県サイクリング協会
○日　　時 平成２９年１０月１５日（日）９：３０～１４：３０
○会　　場 山陽小野田市民館正面玄関前　スタート・ゴール（山陽小野田市栄町９－２５）

○定　　員 ４０名程度
○参加資格 どなたでも（小学生以下の参加は、保護者の承諾を要します）
○参 加 料 ３００円
○申込期限 平成２９年１０月１０日（火）必着

山口県サイクリング協会（https://y-cycling.wixsite.com/main）
〒７４２－０４１７　岩国市周東町下久原１１０４－１７　サイクルショップやまだ内

ＴＥＬ　０８２７－８４－０２１５　　ＦＡＸ　０８２７－８４－０２４１
Ｅメール　y-cycling@email.plala.or.jp

○備　　考 山陽オートレース場で合宿中のパラサイクリング日本代表候補選手にも
特別に参加いただきます。

日本民踊の集い

　日本民踊を北から南まで楽しく踊ろう。初心者大歓迎！

○主　　管 山口県民踊連盟
○日　　時 平成２９年１０月１５日（日）１０：００～１５：００
○会　　場 埴生公民館（山陽小野田市大字埴生５２５番地の１）
○定　　員 １５０名
○参加資格 一般愛好者
○参 加 料 ５００円
○申込期限 平成２９年９月２５日（月）

山口県民踊連盟事務局　井上澄枝
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３－９２９－０８９１
ＴＥＬ（携帯）　０９０－３７４４－３３２２
または、埴生民踊愛好会 代表 吉冨依子
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３６－７６－００２０
ＴＥＬ（携帯）　０８０－１９０１－７３７４

おやこドッジすくうる

　ボールを使った遊びを中心に、親子で楽しむプログラムです。

○主　　管 山口県ドッジボール協会
○期　　日 平成２９年１０月１５日（日）
○会　　場 美祢市立淳美小学校体育館（美祢市美東町真名４７２－３）
○定　　員 親子２０組
○参加資格 幼・保育園年長児から小学校２年生までの親子
○参 加 料 ３００円
○申込期限 平成２９年９月３０日（土）

山口県ドッジボール協会　井上耕治
〒７５４－０１２２　美祢市美東町真名９５５－３
ＴＥＬ　０８３９６－５－００５７
ＴＥＬ（携帯）　０９０－７１２３－２８６５

○備　　考 運動のできる服装、屋内シューズ、タオル、飲み物持参でお願いします。

○申込み先

○申込み先

○申込み先

８

７

６



山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ宇部

　「秋」の森は色鮮やか。「秋」の森は実りがいっぱい。「秋」の森は・・・。

　ネイチャーゲームを通して「秋」の自然を感じよう！

○主　　管 山口県シェアリングネイチャー協会、宇部シェアリングネイチャーの会

○日　　時 平成２９年１０月２２日（日）１０：００～１５：３０

○会　　場 江汐公園（山陽小野田市大字高畑字西山根４０１－１）

○定　　員 ３０名

○参加資格 ネイチャーゲームを通して自然を感じてみたい方ならどなたでも

○参 加 料 ３００円

○申込期限 平成２９年１０月１９日（木）

宇部シェアリングネイチャーの会事務局　村田徳子

〒７５５－０８０６　宇部市浜田２丁目３－５７

ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３６－５５－５６３１

Ｅメール　ramun@oregano.ocn.ne.jp

山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ下関

　「全国一斉シェアリングネイチャーの日」開催！ネイチャーゲームで自然とふれあおう！

○主　　管 山口県シェアリングネイチャー協会、下関シェアリングネイチャーの会

○日　　時 平成２９年１０月２２日（日）１０：００～１２：３０

○会　　場 下関園芸センター（下関市富任町５丁目７－１）

○定　　員 ３０名

○参加資格 自然が好きな方

○参 加 料 大人３００円、子ども２００円

○申込期限 平成２９年１０月１４日（土）

下関シェアリングネイチャーの会事務局　石川和之

〒７５０－０００９　下関市上田中町２丁目２２－１８

ＴＥＬ　０８３－２３３－１２８０

ＦＡＸ　０８３－２３３－１７８９

山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ岩国

　「秋の色をみつけよう！」開催！ネイチャーゲームで自然とふれあおう！

○主　　管 山口県シェアリングネイチャー協会、錦川シェアリングネイチャーの会

○日　　時 平成２９年１０月２２日（日）１０：００～１２：３０

○会　　場 紅葉谷公園（岩国市横山１丁目）

○定　　員 ３０名

○参加資格 ４歳以上の方

○参 加 料 大人３００円、子ども２００円

錦川シェアリングネイチャーの会事務局　田中時子

ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８２７－９６－１３７５

ＴＥＬ（携帯）　０９０－８３６０－４９４１

Ｅメール　nql16354@nifty.com

○申込み先

○申込み先

○申込み先

９-1

９-２

９-３



山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ周南

　ネイチャーゲームの他、ネイチャークラフトを行います。昼食には、豚汁を用意します。

○主　　管 山口県シェアリングネイチャー協会、周南シェアリングネイチャーの会

○日　　時 平成２９年１０月２２日（日）１０：００～１５：００

○会　　場 周南市西緑地公園 万葉の森（周南市若草町）

○定　　員 ３０名

○参加資格 ネイチャーゲームを通して自然を感じてみたい方ならどなたでも

○参 加 料 大人４００円、中学生以下３００円

○申込期限 平成２９年１０月１８日（水）

周南シェアリングネイチャーの会事務局　前田日出夫

〒７４５－０８３４　周南市清水町７－１９
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３４－３２－１３１９
ＴＥＬ（携帯）　０８０－３８７０－８３００
Ｅメール　hideo3@ccsnet.ne.jp

山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ山口

　様々な感覚を使うネイチャーゲームで自然とふれあおう！

○主　　管 山口県シェアリングネイチャー協会、ふしの川シェアリングネイチャーの会

○日　　時 平成２９年１０月２２日（日）９：３０～１２：３０

○会　　場 維新百年記念公園弓道場横芝広場（山口市維新公園４丁目１番１号）

○定　　員 ３０名

○参加資格 どなたでも

○参 加 料 ３００円

○申込期限 平成２９年１０月１９日（木）

ふしの川シェアリングネイチャーの会　吉野信朗

〒７５４－００３２　山口市小郡みらい町１－７－１　山口芸術短期大学内
ＴＥＬ　０８３－９７２－２８８０
ＴＥＬ（携帯）　０９０－４１０４－２５８４
ＦＡＸ　０８３－９７２－４１４５

山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ田布施

　田布施川河岸の公園で自然とふれあおう！

○主　　管 山口県シェアリングネイチャー協会、サザン瀬戸シェアリングネイチャーの会

○日　　時 平成２９年１０月２２日（日）９：３０～１２：００

○会　　場 ふれあい詩情公園（熊毛郡田布施町下田布施）

○定　　員 ３０名

○参加資格 ネイチャーゲームを通して自然を感じてみたい方ならどなたでも

○参 加 料 大人３００円、中学生以下２００円

○申込期限 平成２９年１０月２１日（土）

サザン瀬戸シェアリングネイチャーの会運営委員長　吉原久美子

ＴＥＬ（携帯）　０９０－８２４５－８７３８
Ｅメール　kumiko.su-chan@ezweb.ne.jp

または、サザン瀬戸シェアリングネイチャーの会事務局長　廣實久美子

Ｅメール　akira710@gmail.com

○申込み先

○申込み先

○申込み先

９-４

９-５

９-６



山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ萩

　歴史ある萩市で自然とふれあおう！

○主　　管 山口県シェアリングネイチャー協会、はぎシェアリングネイチャーの会

○日　　時 平成２９年１０月２８日（土）９：００～

○会　　場 萩セミナーハウス（萩市大字堀内２１１番地１）

○定　　員 ３０名

○参加資格 自然が好きな方

○参 加 料 無料

○申込期限 平成２９年１０月２０日（金）

萩セミナーハウス

〒７５８－００５７　山口県萩市大字堀内２１１－１

ＴＥＬ　０８３８－２１－７５０１

ＦＡＸ　０８３８－２１－７６６６

Ｅメール　seminarhouse@npomachihaku.com

山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ防府

　佐波の里山の栗林で、ネイチャーゲームを通して自然とふれあおう！

○主　　管 山口県シェアリングネイチャー協会、ほうふシェアリングネイチャーの会

○日　　時 平成２９年１１月２６日（日）９：００～１５：００

○会　　場 千坊川砂防公園（山口市秋穂東天田）

○参加資格 ネイチャーゲームを通して自然を感じてみたい方ならどなたでも

○参 加 料 大人５００円、子ども３００円

○申込期限 平成２９年１１月２５日（土）

ほうふシェアリングネイチャーの会　小川浩三

〒７４７－１２３２　防府市大字台道４２４６

ＴＥＬ（携帯）　０９０－２００７－９４８１

Ｅメール　kz3171@ezweb.ne.jp

平成２９年度　山口県歩こう大会

　萩市立椿東小学校体育館から東光→吉田松陰誕生地→松陰神社までの約２.６ｋｍの
ウォーキング大会です。

○主　　管 山口県歩こう運動推進連絡協議会

○期　　日 平成２９年１０月２９日（日）

○会　　場 萩市立椿東小学校体育館（萩市大字椿東 ２７１０番地１）

○参加資格 山口県歩こう運動推進連絡協議会会員、その他希望する個人・団体

○参 加 料 無料

○申込期限 平成２９年９月２９日（金）

山口県歩こう運動推進連絡協議会事務局　家原槙吾
〒７４４－８５８５　下松市大手町３丁目３番３号
下松市教育委員会生涯学習振興課スポーツ推進係内
ＴＥＬ　０８３３－４５－１８２０
ＦＡＸ　０８３３－４５－１８６５

○備　　考 参加者の事故等については応急処置は行いますが、それ以降の責任は負い
ません。

○申込み先

○申込み先

○申込み先

１０

９-７

９-８



ソフトバレーボール交流大会

　大会開催要項は、http://ysvf.wpblog.jp　をご覧ください。

○主　　管 山口県ソフトバレーボール連盟、山口県ソフトバレー岩国ブロック連盟

○期　　日 平成２９年１０月２９日（日）

○会　　場 岩国市総合体育館（岩国市平田１丁目４０番１号）

○参加資格 山口県ソフトバレーボール連盟加盟団体及び未加盟団体

○参 加 料 加盟団体３,０００円／１チーム、未加盟団体４,０００円／１チーム

○申込期限 平成２９年１０月１３日（金）

山口県ソフトバレーボール連盟事務局　小林智之

〒７４５－０８６５　周南市蓮ヶ浴１－６－１８

ＴＥＬ（携帯）　０８０－１９０３－０１９０

ＦＡＸ　０８３４－２７－６０７７

○備　　考 種目：男女混合（年齢別）、女性（年齢別）

第５２回山口県スポーツ・レクリエーションフェスティバル　卓球大会

　幼い子どもから高齢者まで、幅広く手軽に楽しめます。

○主　　管 光市レクリエーション卓球連盟

○日　　時 平成２９年１０月２９日（日）９：００～

○会　　場 光市総合体育館（光市光井大字１９１－１）

○参加資格 卓球を愛する方

○参 加 料 ５００円

○申込期限 平成２９年１０月１６日（月）必着

山口県レクリエーション卓球連盟　萱野聖子

〒７４３－００３１　光市虹ヶ丘２丁目１８－１

ＴＥＬ　０８３３－７２－５３２８

○備　　考 ラージボール、ダブルス個人戦、Ａ・Ｂ 初心者（男女混合または女性同士）

　オリエンテーリングは、コントロールを順番に回るポイント形式。ウォークラリーは、
問題を解きながら歩いて回ります。初心者説明所を設けています。

○主　　管 岩国オリエンテーリング協会
○期　　日 平成２９年１１月３日（金祝）
○会　　場 吉香公園（岩国市横山２丁目 ）
○参加資格 子どもから高齢者まで
○参 加 料 事前受付：個人５００円、グループ１５０円／１名

当日受付：個人７００円、グループ２００円／１名
○申込期限 平成２９年１０月２７日（金）当日消印有効

（一財）岩国市体育協会
〒７４１－００７２　岩国市平田１丁目４０－１
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８２７－３２－７３７２

○備　　考 オリエンテーリング
　個人：性別・年齢・経験によってクラス分けあり。
　グループ：２～５名とし、小学生・中学生・一般・家族・シルバー組。
ウォークラリー
　２～５名とし、性別・年齢等によるクラス分けなし。

○申込み先

○申込み先

○申込み先

平成２９年度秋季岩国市オリエンテーリング大会
　＆ ウォークラリー大会

１１

１２

１３



スクエアダンス

　スクエアダンスは、４組のカップルが１セットになって、コールを聞いて動く、ゲーム的

要素がいっぱいのダンスです。リズムに乗って歩くだけで、誰でも気軽に楽しめます。

ぜひ一度体験してみてください。

○主　　管 下関スクエアダンスクラブ

○期　　日 平成２９年１１月５日（日）

○会　　場 下関市立勝山公民館３階講堂（下関市秋根南町２丁目４番３３号）

○参加資格 スクエアダンスに興味のある方

○参 加 料 無料

○申込期限 平成２９年１０月１３日（金）

山口県スクエアダンス連盟事務局　河村順子

〒７４５－０１２１　周南市須々万奥１３９４

ＴＥＬ　０８３４－８８－００２６

○備　　考 １１：３０から３０分間体験会を行います。運動靴でご参加ください。

きららオープン・ディスクゴルフ大会ｉｎ２０１７

　フライングディスクでするゴルフ！「ディスクゴルフ」とは、ゴルフ競技で使うボールの

代わりにディスク（フリスビー）をカップ代わりのゴール（バスケット）にいれるという競

技です。

○主　　管 山口県フライングディスク協会

○期　　日 平成２９年１１月１２日（日）

○会　　場 山口きらら博記念公園 スポーツ広場（山口市阿知須５０９番５０）

○定　　員 ４０名

○参加資格 どなたでも

○参 加 料 １,５００円

○申込期限 平成２９年１１月５日（日）

山口県フライングディスク協会　吉野信朗

ＴＥＬ　０８３－９７２－２８８０

ＴＥＬ（携帯）　０９０－４１０４－２５８４

ＦＡＸ　０８３－９７２－４１４５

第５６回岩国市秋季エスキーテニス大会

　エスキーテニスは、老若男女、誰でも楽しめるテニスに近いスポーツです。

○主　　管 山口県エスキーテニス連盟

○期　　日 平成２９年１１月１８日（土）

○会　　場 岩国市総合体育館 武道場（岩国市平田１丁目４０番１号）

○定　　員 ５０名

○参加資格 エスキーテニス愛好者

○参 加 料 ５００円

○申込期限 平成２９年１１月１０日（金）

山口県エスキーテニス連盟事務局　山本八千代

ＴＥＬ（携帯）　０９０－８０６３－４９５５

○申込み先

○申込み先

○申込み先

１４

１５

１６



山口県綱引交流会

　県内外の綱引チームが自由に参加し、練習試合形式により交流を図ります。

　１チーム８名で行いますが、人数がそろわなくても参加はＯＫです！

○主　　管 山口県綱引連盟

○日　　時 平成２９年１１月１９日（日）１０：００～

○会　　場 山口県スポーツ文化センター レクチャールーム

（山口市維新公園４丁目１番１号）

○参加資格 １８歳以上の成年男女

○参 加 料 無料

山口県綱引連盟事務局　田中英彦

〒７５３－０８３１　山口市平井１６５１－２１

ＴＥＬ（携帯）　０９０－１３５４－６２２２

○備　　考 全日本綱引選手権大会山口県予選会を同時開催します。

第２２回山口県ゲートボール祭

　ゲートボールの部（５人制のゲートボール）、リレーション３トリプルスの部（３人制の

ゲートボール：３人対３人で競技、持ちボールは１人２球）を行います。

○主　　管 山口県ゲートボール協会

○期　　日 平成２９年１１月３０日（木）

○会　　場 山口きらら博記念公園 多目的ドーム（山口市阿知須５０９番５０）

○参加資格 山口県ゲートボール協会会員

○参 加 料 ゲートボールの部３,０００円、リレーション３の部２,０００円

○申込期限 平成２９年１１月１０日（金）

山口県ゲートボール協会事務局

〒７５４－１２７７　山口市阿知須４２４０－５

ＴＥＬ　０８３６－６５－３１６１

○備　　考 お楽しみ抽選会を行います。

○申込み先

○申込み先

１７

１８


