
山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ下関

　「さあ山に登るぞ！」　ネイチャーゲームで自然と親しもう！

○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

○期　　日 平成３０年１０月１３日（土）１０：００～１２：３０

○会　　場 勝山地区公園（下関市大字田倉字一の合）

○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３０年１０月５日（金）

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２－２２－１８
ＴＥＬ　０８３－２３３－１２８０
ＦＡＸ　０８３－２３３－１７８９

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

○期　　日 平成３０年１０月１３日（土）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 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３０年１０月１１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山陽小野田

　「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

○期　　日 平成３０年１０月１４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３０年１０月１１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
ＴＥＬ（携帯）　０９０－７５０３－５６４５
Ｅメール　ramun@oregano.ocn.ne.jp

○申込み先

○申込み先

○申込み先

７-１

７-２

７-３



山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎ岩国

　「秋の色いろいろ」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

○期　　日 平成３０年１０月１４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

○申込期限 平成３０年１０月１３日（土）

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

山口県ネイチャーゲーム大会ｉｎたぶせ

　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

○期　　日 平成３０年１０月１４日（日）９：３０～１２：００

○会　　場 田布施近隣公園（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３０年１０月１３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

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

○期　　日 平成３０年１０月２０日（土）

○会　　場 萩市立椿東小学校（萩市大字椿東２７１０番地１）

○定　　員 ５０名

○参加資格 ネイチャーゲームに興味のある方

○参 加 料 無料

○申込期限 平成３０年１０月５日（金）

はぎシェアリングネイチャーの会運営委員長　久保田晃生

〒７５９－３６１１　萩市大井３２２５－１

ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３８－２８－０７２３

○申込み先

○申込み先

○申込み先

７-４

７-５

７-６



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も行います。

○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

○期　　日 平成３０年１０月２７（土）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 小学生以上

○参 加 料 大人４００円、中学生以下３００円

○申込期限 平成３０年１０月２５日（木）

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

○期　　日 平成３０年１１月３日（土祝）９：３０～１２：００

○会　　場 三谷森林公園　佐波の里山きずなの森（防府市上右田田の口）

○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３０年１１月２日（金）

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

スポーツカーニバル２０１８

　サッカー教室、気功体験、マジック体験、レク式体力チェックや様々なニュースポーツが

体験できるスポーツ体験ラリー、ボッチャ、フライングディスクなどが体験できます。

○主　　管 下関市レクリエーション協会

○期　　日 平成３０年１０月１４日（日）１０：００～１５：００
○会　　場 下関陸上競技場（下関市向洋町１－１０－１）

下関市体育館（下関市向洋町１－１２－１）
下関運動公園向洋グラウンド（下関市向洋町１丁目）

○定　　員 無し

○参加資格 下関市民

○参 加 料 無料（一部有料）

○申込期限 無し（「サッカー教室」のみ９月末まで）

下関市スポーツ振興課

〒７５０－０００６　下関市南部町２１－１９
ＴＥＬ　０８３－２３１－２７３９

○申込み先

○申込み先

○申込み先

７-７

７-８

８



　南米ブラジルの伝統的な遊戯「ペテカ」をもとにドイツで生まれたスポーツです。山口県
では１９７７年に県民総参加運動の一環として県の推奨スポーツに取り入れ、広く普及しま
した。１チーム４人で、赤い羽根のついたボールを３回以内で相手コートに打ち返します。
ところで、赤い羽根は何の羽根でしょう？

○主　　管 山口県インディアカ協会、山口市インディアカ協会

○期　　日 平成３０年１０月１４日（日）

○会　　場 山口南総合センター（山口市名田島１２１８番地１）

○定　　員 １００名

○参加資格 山口県インディアカ協会会員の他どなたでも

○参 加 料 当日参加の方は無料

○申込期限 会員：平成３０年１０月５日（金）、当日参加の方：随時受付

山口市インディアカ協会事務局　藤村和平

〒７５３－００１５　山口市平野２丁目９－６
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３－９３２－７５５０

ペタンク交流大会

　ペタンクは子どもから高齢者まで楽しめるスポーツです。

○主　　管 山口県ペタンク連盟

○期　　日 平成３０年１０月１４日（日）

○会　　場 山口南総合センター（山口市名田島１２１８番地１）

○定　　員 ６４組（ダブルス）

○参加資格 どなたでも

○参 加 料 ５００円／１名

○申込期限 平成３０年１０月５日（金）

山口県ペタンク連盟事務局　橋本 勲

〒７５５－０２０７　宇部市際波６６６－２
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３６－４４－１０４７

　７０ｍの部、シニア６０ｍの部、小中学生６０ｍの部は全日本公認大会。３０ｍの部、
１８ｍの部は、初心者大会です。

○主　　管 山口県アーチェリー協会

○期　　日 平成３０年１０月２１日（日）

○会　　場 岩国運動公園　アーチェリー場（岩国市平田１丁目４０－１）

○定　　員 ８０名

○参加資格 全日本アーチェリー連盟スターバッジ以上を取得している方
○参 加 料 ７０ｍ、シニア６０ｍ、ＣＰ５０ｍの部　３,０００円

少年７０ｍ、小中学生６０ｍの部　２,０００円
初心者３０ｍ・１８ｍ、一般・大学生　２,５００円
中学生３０ｍ・１８ｍ、小中学生１８ｍ・１２ｍ　１,５００円

○申込期限 平成３０年１０月１４日（日）

山口県アーチェリー協会事務局
〒７４２－００３１　柳井市南町１－３－１３（有）カツラスポーツ内
ＴＥＬ　０８２０－２２－２５２９　 ＦＡＸ　０８２０－２２－９３８９

○申込み先

○申込み先

○申込み先

第５３回山口県スポ・レクフェスティバルインディアカ大会
兼 第３４回山口市近郊大会

第５３回山口県スポ・レクフェスティバルアーチェリー交流大会
兼 第４２回西日本オープンアーチェリー大会

１０

９

１１



№ 種目団体名（加盟団体） 会　　　場

① 山口県キャンプ協会 十種ヶ峰ウッドパークオートキャンプ場 9月   8日（土）

② 山口県ターゲット・バードゴルフ協会 やまぐちリフレッシュパーク　芝生広場 9月   9日（日）

③ 山口県グラウンド・ゴルフ協会 萩ウェルネスパーク　萩スポーツ広場 9月 11日（火）

④ 山口県レクリエーション卓球連盟 光市総合体育館 9月 22日（土）

⑤ 山口県コミュニケーション・ダンス協会 サンライフ防府　体育室 9月 30日（日）

⑥ 山口県サイクリング協会 柳井ウェルネスパーク 10月   8日（月祝）

⑦-1 山口県シェアリングネイチャー協会（下関の会） 勝山地区公園 10月 13日（土）

⑦-2 山口県シェアリングネイチャー協会（ふしの川の会） 維新百年記念公園　芝広場 10月 13日（土）

⑦-3 山口県シェアリングネイチャー協会（宇部の会） 江汐公園 10月 14日（日）

⑦-4 山口県シェアリングネイチャー協会（錦川の会） 紅葉谷公園 10月 14日（日）

⑦-5 山口県シェアリングネイチャー協会（サザン瀬戸の会） 田布施近隣公園 10月 14日（日）

⑦-6 山口県シェアリングネイチャー協会（はぎの会） 萩市立椿東小学校 10月 20日（土）

⑦-7 山口県シェアリングネイチャー協会（周南の会） 周南市西緑地公園万葉の森 10月 27日（土）

⑦-8 山口県シェアリングネイチャー協会（ほうふの会） 三谷森林公園 11月   3日（土祝）

⑧ 下関市レクリエーション協会 下関陸上競技場・下関市体育館・向洋グラウンド 10月 14日（日）

⑨ 山口県インディアカ協会 山口南総合センター 10月 14日（日）

⑩ 山口県ペタンク連盟 山口南総合センター 10月 14日（日）

⑪ 山口県アーチェリー協会 岩国運動公園　アーチェリー場 10月 21日（日）

⑫ 山口県ソフトバレーボール連盟 バタフライアリーナ 10月 21日（日）

⑬ 山口県民踊連盟 阿知須地域交流センター 10月 21日（日）

⑭ 山口県歩こう運動推進連絡協議会 ほしらんどくだまつ 11月   3日（土祝）

⑮ 山口県オリエンテーリング協会 二鹿野外活動センター 11月   3日（土祝）

⑯ 山口県スクエアダンス連盟 宇部市総合福祉会館 11月 11日（日）

⑰ 山口県ドッジボール協会 美祢市立淳美小学校 11月 11日（日）

⑱ 山口県エスキーテニス連盟 岩国市総合体育館　武道場 11月 17日（土）

⑲ 山口県フライングディスク協会 山口きらら博記念公園 11月 18日（日）

⑳ 山口県ゲートボール協会 山口きらら博記念公園多目的ドーム 11月 30日（金）

種目別交流大会一覧  （日程順）

開催期日



ファミリーキャンプｉｎ十種ヶ峰

　キャンプなどの野外活動を通じて、自然や人とのふれあいを深めます。

○主　　管 山口県キャンプ協会

○期　　日 平成３０年９月８日（土）

○会　　場 十種ヶ峰ウッドパークオートキャンプ場（山口市阿東嘉年下１５０５－１）

○定　　員 １００名

○参加資格 一般

○参 加 料 大人１,０００円、子ども５００円

○申込期限 平成３０年９月２日（日）

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

ターゲット・バードゴルフ大会

　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・シニア男子・女性の３つの部門に分かれ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

○期　　日 平成３０年９月９日（日）９：００～１５：００

○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 １４０名

○参加資格 中国・四国県内のターゲット・バードゴルフ愛好者

○参 加 料 ３,０００円（ボール代、弁当代含む）

○申込期限 平成３０年７月２８日（土）

山口県ターゲット・バードゴルフ協会事務局

〒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、クラブ・人工芝マットを持参してください。

　東コース、西コース、北コースの３コースで実施します。

○主　　管 山口県グラウンド・ゴルフ協会、萩グラウンド・ゴルフ協会

○期　　日 平成３０年９月１１日（火）

○会　　場 萩ウェルネスパーク　萩スポーツ広場（萩市大字椿字霧口）

○定　　員 ５００名

○参加資格

○参 加 料 １,０００円

○申込期限 平成３０年７月３１日（火）

萩グラウンド・ゴルフ協会事務局　齋藤幸男

〒７５８－００３１　萩市川島１０７

ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３８－２６－２０９５

ＴＥＬ（携帯）　０９０－７９７２－８９５４

○申込み先

○申込み先

○申込み先

グラウンド・ゴルフを愛する県民、グラウンド・ゴルフに興味のある県民

第５３回山口県スポ・レクフェスティバルグラウンド・ゴルフ大会

１
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第５３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

　初心者の方も手軽に楽しめます。

○主　　管 山口県レクリエーション卓球連盟

○期　　日 平成３０年９月２２日（土）

○会　　場 光市総合体育館（光市光井大字１９１－１）

○定　　員 ２００名

○参加資格 卓球を愛する方

○参 加 料 ５００円

○申込期限 平成３０年９月２日（日）

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２－１８－１

ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８３３－７２－５３２８
○備　　考 ラージボール、ダブルス個人戦　男女混合または女性同士

硬式団体戦（３ダブルス）　男女混合または女性同士

レクリエーション・ダンス大会

　優しいレクダンス、フォークダンス、民踊、全国巡回曲等を行います。

○主　　管 山口県コミュニケーション・ダンス協会

○期　　日 平成３０年９月３０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、ダンスを体験したい方

○参 加 料 ５００円（会場費含む）

○申込期限 平成３０年８月３１日（金）

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

○備　　考 体育館シューズが必要です。

サイクリング大会ｉｎ柳井

　ファミリーでも楽しめる、柳井ウェルネスパーク～菓子乃季（工場見学・試食あり）～
白壁の街並み～湯原海水浴場～シーサイドホテル上関～阿多田交流館～柳井ウェルネスパー
クを巡る約４２ｋｍのコースを設定しました。

○主　　管 山口県サイクリング協会

○期　　日 平成３０年１０月８日（月祝）９：００～１４：００

○会　　場 柳井ウェルネスパーク　入口正面東屋集合（柳井市新庄１３２６－１）

○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 １,０００円（弁当代含む）

○申込期限 平成３０年１０月１日（月）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　０８２７－３５－５１３３

Ｅメール　y-cycling@email.plala.or.jp

○申込み先

○申込み先

○申込み先
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