
～次世代につなごう美しいやまぐちの自然～ 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催日 平成２９年６月３日（土）１０時～４日（日）１３時３０分 

■場 所 美祢市秋吉台～山口市小郡 

■主 催 やまぐち自然共生ネットワーク 

■共 催 山口県 山口市 美祢市 美祢市教育委員会   

■協 力 秋吉台の自然に親しむ会、秋吉台パークボランティアの会、ウバーレフォトクラブ、

美祢市自然保護協会、NPO 法人やまぐち里山ネットワーク、美祢市立秋吉台科学博物館、

Mine 秋吉台ジオパーク推進協議会、ヒュッテ桂谷ランプの宿 

※会員以外の方の参加も可能です。 

リレーミーティングとは 
やまぐち⾃然共⽣ネットワーク

では、⼭⼝県の豊かで美しい⾃
然環境を将来の世代に継承し
ていくため、森・⾥・川・海をつな
ぎ、毎年、県下をリレーしてミー
ティング（参加交流型研修
会）を開催しています。 

第 14 回⽬となる今年は、総
会、リレーミーティングを美祢市
及び⼭⼝市で開催します︕︕  

様々な活動を知り、体験し、
学ぶことで、ネットワークを深め、
交流の輪をひろげましょう☆ 

2 ⽇⽬の活動 〜⼩郡での学習活動〜

⼭⼝市⼩郡では、ヒュッテ桂⾕ラン
プの宿の活動である⾥⼭体験を⾏い
ます。童⼼に返って、童の森の⼿づくり
遊具で遊びませんか。 

森林インストラクターの橋本やまん
ば順⼦さんをガイドに、森林のしくみや
植物の観察等、さまざまな解説をして
いただきながら、禅定寺⼭を登ります。
⼭頂では、爽やかな⾵を感じながらラ
ンチ、レクリエーションを⾏い交流を深
めます。 

⾃然の中で、⽇頃の疲れを吹き⾶
ばしませんか・・・♪ 

１⽇⽬の活動 〜秋吉台の野外活動〜 
秋吉台には県内屈指の⾃然が存在し

ます。今回参加した団体は、傷んだ遊歩
道の修復や侵⼊する⽵⽊の防除に取り
組む団体、絶滅危惧種の保全活動を⾏
う団体、定期的な清掃や、児童・⽣徒を
対象にした書道ポスターコンクール等で啓
発活動を⾏う団体、写真等の芸術を媒
体に⾃然に親しむ⼼を醸成しようとする団
体など、さまざまな活動に取り組んでいま
す。 

今回は、これら団体の活動報告を聞
き、秋吉台の貴重な⾃然を守るために必
要なことについて⼀緒に考えてみましょう︕ 

やまぐち自然共生ネットワーク 
平成 29 年度総会&第 14 回リレーミーティング in 秋吉台～小郡  



６⽉３⽇（⼟）  

   １０︓００ 受付開始 （秋吉台科学博物館） 
１０︓３０ 総会・表彰式 
１１︓００ Mine 秋吉台ジオパークについて 
         発表 美祢市 世界ジオパーク推進課 
１２︓００ 昼⾷ （秋吉台バス停 2 階講座室） 
１３︓００ エコツアーin 秋吉台（台上巡回） 
１６︓００ 意⾒交換会（秋吉台科学博物館） 
１７︓００ 移動 
１８︓３０ ⼣⾷・交流会（秋吉台国際芸術村）  
２３︓００ 消灯                     

６⽉４⽇（⽇）  

    ７︓３０ 朝⾷ 退所準備等 
    ８︓５０ 移動 
    ９︓３０ ヒュッテ桂⾕ランプの宿の活動紹介 

１０︓００ 禅定寺⼭ 登⼭  
         ガイド 森林インストラクター⼭⼝会 会⻑ 橋本 順⼦様 
           ＊頂上で昼⾷（お弁当）、その後レクリエーション等を⾏います。  

   １３︓００ 休憩  おしるこ、コーヒー（有料）があります。       
１３︓３０ 解散              

＜参加費＞ ７，５００円  
   内訳︓３⽇ 宿泊費（⼀泊⼆⾷）､交流会費、資料代 ６，２００円  
        ３⽇ 昼⾷（弁当）                          ８００円 

４⽇ 昼⾷（弁当）                          ５００円 
※総会のみ、個別⾏事のみの参加も可能です。 

総会や野外活動のみ参加され、お弁当を頼まれない場合は、無料です。 
  

＜秋吉台国際芸術村について＞ 住所︓〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉 50 番地 TEL︓0837-63-0020 
・タオル、寝間着、⻭ブラシ等の備え付けはありませんので、ご持参ください。（シャンプー、ボディソープ有り。） 
・ドライヤー、空気清浄機の無料貸出。  
・相部屋となります。（2 ⼈〜3 ⼈） 
・バス、トイレ、電話、テレビ、冷蔵庫完備。 

 

 

       

本館棟 

〜童の森〜 

禅定寺⼭ 



秋吉台（1 日目）エコツアーin 秋吉台（台上巡回） 

☆①～⑧の団体が各地点で活動紹介・解説を行います。 

① 

☆集合場所☆ 
 

住所︓〒745-0511 美祢市秋芳町秋吉 1237-938 
  TEL︓0837-62-0640 

＊中国⾃動⾞道 美祢 IC から⾞で 20 分 
＊⼩郡萩道路 秋吉台 IC から⾞で 7 分 

（駐⾞場は、カルストロード沿い（前⾴地図参照）をご利⽤ください。） 

②

  

会員は、秋吉台の⾃然観
察や研究を通して、秋吉台
の⾃然保全に取り組んでいま
す。⻘少年宿泊訓練所の廃
⽌で、周辺の⾃然の荒廃が
進んだため、草刈り等による
⾃然の復元に努めています。 

③

④

⑦

⑤ ⑥

⑧

 
 
 カルスターは、観光案内所や
秋吉台を眺めながらゆっくりとくつ
ろぐことができる無料休憩スペー
ス、カフェを併設しています。認
定ジオガイドさんからジオパークに
ついて解説していただきます。 

 
 定期的な清掃活動や会員
研修、市内⼩中学⽣を対象
としたコンクール等、秋吉台を
中⼼に美祢市の⾃然保護
活動を展開し、貴重な⾃然
を愛し、守り、伝えるという思
想の啓発・実践活動に取り
組んでいます。 

 
 

 現在荒廃に直⾯している⾥⼭を
「明るく」「⼊りやすい」⾥⼭に再⽣
することを⽬的として活動をしてい
ます。また、森林管理の必要性や
農⼭村の現状などを県⺠に理解
してもらうため、「⾃然と⼈とが共⽣
する」意味や⽅法など「幅広い森
林教育の場や機会」を提供し、
「農⼭村と都市が共に栄えていく
県⼟づくり」を⽬指しています。 

 
 

 秋吉台の⾃然を楽しみながら
学び、壊れたところがあれば修復
しています。また、草の⽣えた歩
道づくりや草原に進⼊する⽵⽊
の防除もしています。いつまでも
⼼安らぐ秋吉台の姿が⾒られる
ように願っています。 

 

 秋吉台周辺に住む写真好き
が、秋吉台の深層を探り、写真
で表現しようとクラブを結成しまし
た。会員は独⾃の作品を創造し
て、年⼀回の作品展で発表しま
す。エコカルチャーを創出しようと
懸命です。 

ラムサール条約登録となった、秋吉台地下⽔系は、秋吉台
国定公園特別地域内のうち、秋芳洞と景清洞、⼤正洞⼀帯
の⾶び地を含む計 563ヘクタールです。秋吉台地下⽔系は国
内最⼤級で、カルスト地形を伝って流れた地下⽔により、特別
天然記念物などの鍾乳洞を形成しています。 
 洞窟内には、キクガシラコウモリなど 6 種 20,000 匹以上の
洞窟性コウモリやアキヨシシロアヤトビムシなどの真洞窟性動物
が⽣息し、地下⽔にはアキヨシミジンツボなどの多様な⾙類も
⽣息しています。 

 

 国定公園内を巡視し、危
険箇所や違法⾏為の有無
について点検を⾏ったり、⾃
然公園の利⽤者等に対し
て、適切な利⽤及び⾃然保
護について、必要な指導を
⾏っています。 

博物館は、⽶軍による秋吉台空爆演
習地問題が契機となって、秋吉台の⾃然
保護と学術研究を⾏う機関設置の必要
性から昭和 34 年に設⽴されました。 

①美祢市⽴秋吉台科学博物館 

②秋吉台の⾃然に親しむ会

③⾃然公園管理員 

④美祢市⾃然保護協会

⑧Mine 秋吉台ジオパークセ
ンター「カルスター」 

⑦秋吉台パークボランティア
の会 

⑥ウバーレフォトクラブ 

⑤NPO法⼈やまぐち⾥⼭ネッ
トワーク 

※荒天時は、以下の施設⾒学になります。 
（秋吉台科学博物館→⻑登銅⼭⽂化交流館（別途⼊
場料 250 円が必要）→秋吉台エコ・ミュージアム） 



ヒュッテ桂谷ランプの宿（2 日目） 

住所：山口市小郡上郷桂谷 TEL：083-972-8848 

駐車場：3 箇所（約 30 台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊小郡運動公園入口から入ったところにあ

ります。

＊この看板が見えたら、まもなく到着です。

このランプの宿は、７０年前までは稲作に使われていた棚田跡（現在は杉林）に建てられたログハウスです。

約１０００本の杉の丸太を組み合わせて作りました。季刊ふるさと紀行編集部（発行人・佐伯清美、編集長・

畑山静枝）が中心になって、里山を再生し、里山文化を創造しようとの同誌の執筆者、定期購読者ほか全国各

地からの賛同者、ボランティア仲間（延べ８００人役）の汗と情熱が結晶した手作りのログハウスです。 
春は桜、夏はホタル、秋は紅葉、冬は雪景色と、春夏秋冬の四季の風情が味わえます。ここ５万坪にのぼる

桂ケ谷地区が、今後さらに美しく再生し、日本の数多くの里山再生のモデル集落となり、自然と人間、そして

命あるすべての生きものたちとの共生を保つビオトープ桂谷、となることを私たちの夢・目標としています。



＜申込書提出先＞ 
やまぐち自然共生ネットワーク担当 

〒75３-8501 山口市滝町１－１ 山口県環境生活部自然保護課 藤本 

TEL：０８３－９３３－３０６０                 

FAX：０８３－９３３－３０６９  Email：a15600@pref.yamaguchi.lg.jp 

申 込 書 

                      申込締切日５月１９日（金） 

■郵送・電話・ファックス・メールのいずれかで下記担当藤本まで御提出ください。 

■会員以外の方も参加できます。 

お名前
ふ り が な

 

（団体名） 

 

 

住所 〒 

電話番号  

総  会    （  ）参加する   （  ）参加しない 

エコツアーin 秋吉台（  ）参加する   （  ）参加しない 

交 流 会     （  ）参加する   （  ）参加しない 

宿  泊    （  ）宿泊する    （  ）宿泊しない  

里山体験(山口市小郡) （  ）参加する   （  ）参加しない 

弁当（６/３ 昼食）  （  ）注文する    （  ）注文しない 

弁当（６/４ 昼食）  （  ）注文する    （  ）注文しない 

傷害保険に加入しますので生年月日の記入をお願いします。 

 

             年    月    日 

記入された個人情報については、当ネットワークの用務以外には使用いたしません。 
 

 

 

 

 

 


