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森へおいでよ夏号は6月1日発行です
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森林セラピー基地へのアクセス

　ホームページ「森林セラピー山口」がリ
ニューアルしました。季節の風景やイベン
ト募集のお知らせを、よ
りわかりやすくお届けし
ます。セラピーロードの
様子やイベントの様子
は、山口市民の動画情
報掲載サイトYtubeから
ムービーでも視聴できま
す。森の案内人から四

季折々の森の魅力もお伝えします。新しくなった
Web「森林セラピー山口」ぜひご覧下さい。
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/

山口市徳地森林セラピー基地の
ホームページがリニューアルしました

森へおいでよ

　森の案内人との散策のお供に「癒
しの森弁当」はいかがですか。徳地
米のおむすびや、徳地の森が育んだ
わさび漬がおいしいと

評判です。筍や栗など季節の徳地の旬の味が
楽しめるのも魅力です。お弁当の申込みは森の
案内人との森林散策と一緒にお願いします。
お問合せ 林業振興課森林セラピー推進担当☎0835‐52‐1122

旬の食材いっぱいの「癒しの森弁当」

「森へおいでよ」のバッ
クナンバーも掲載

長者ヶ原での「森の幼稚園」

イベントの様子はYtubeで
http://www.ytube.jp/

イ べ ン ト ス ケ ジ ュ ー ル
3月 ▼5月

山口市徳地森林セラピー基地� 申込 ▼0835‐52‐1122
3月10日㈰	 森の案内人と歩く～セラピーロード自然観察
3月17日㈰	 木で作るプランターと天神の滝散策
3月23日㈯	 ノルディックウォーキングと石風呂体験
3月24日㈰	 森の案内人と歩く~狗留孫山トレッキング
3月27日㈬	 ノルディックウォーキングと石風呂体験
4月7日㈰	 森の案内人と歩く～セラピーロード自然観察
4月13日㈯	 心も体もすっきりきれい～笑いヨガと森林セラピー
4月20日㈯	 森の案内人と歩く~弟見山トレッキング
5月12日㈰	 森の案内人と歩く~セラピーロード自然観察
5月26日㈰	 森の案内人と歩く~飯ヶ岳トレッキング

ふれあいパーク大原湖� 申込 ▼0835‐58‐0200
3月9日㈯	 手作りピザ教室
3月16日㈯	 手作りピザ教室
3月23日㈯	 カヌー教室
4月6日㈯	 カヌー教室
5月25日㈯	 カヌー教室

国立山口徳地青少年自然の家� 申込 ▼0835‐56‐0113
３月９日㈯	 星を見る会（冬の天の川、木星、すばる）
３月１１日㈪	 	森の手作り教室（こけ玉作り・飾り炭作り）
	 ※防府方面送迎あり
３月１２日㈫	 	森の手作り教室（こけ玉作り・飾り炭作り）
	 ※山口方面送迎あり
３月１７日㈰	 石風呂体験会
４月６日㈯	 星を見る会（内容未定）
５月１１日㈯	 星を見る会（内容未定）
５月２６日㈰	 ノルディックウォーキング体験会（予定）

徳地地域交流センター� 問合せ ▼0835‐52‐0217
4月14日㈰	 第２５回さくらロードレース（ふれあいパーク大原湖）

徳地地域交流センター串分館� 問合せ ▼0835‐54‐0222
4月29日㈷	 さわやかウォーキング	in	串（予定）

徳地地域交流センター八坂分館� 問合せ ▼0835‐56‐0301
5月5日㈰	 歩こう大会	in	三谷（予定）

徳地観光協会� 問合せ ▼0835‐52‐1737
3月3日㈰	 石風呂祭り（受付：徳地観光協会事務所）
5月5日㈰	 月輪寺薬師堂　薬師大縁日

らふすたじお� 問合せ ▼080‐8235‐7781（担当:福田）
5月12日㈰	 森ヨガ!!（会場：森林セラピー基地長者ヶ原エリア）

森林セラピー山口 検索続々更新中。詳しくはWebで

好評のわさび漬は徳地の
特産品販売所でどうぞ

味
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森の案内人と歩く、山口市徳地森林セラピー基地セラピーロード
愛鳥林エリアセラピーロード

　長者ヶ原エリアセラピーロード

大原湖畔エリアセラピーロード

森の案内人とセラピーロードを
歩きませんか

　　凡　例

　  駐車場
　  トイレ
　  セラピーロード

　基地にある3つの「セラピーロード」です。森
の魅力を伝えたいという想いを持つ『森の案内人』
があなたにあわせたコースを考え、ご案内します。
お気軽に市林業振興課まで申し込みください。
料金	 案内人1人につき		半日	2，000円		１日	3，000円
　　　（案内人1人につき来訪者5人以下推奨）

森の案内人 宮田文子
　大原湖の入船山では間
近で鳥たちの営みが観察で
きます。巣を作り、食事を与
え、一人前になって飛び立つそのときまで
親鳥はかいがいしく雛たちを育てます。
距　　離 �片道1.6㎞（周回路あり）
� 約70kcl消費
所要時間 約1時間～半日

カヌー愛好家�原耕一郎
　春、大原湖は一年で一番
豊かに水を湛えています。
水面40㎝の視点から見る
豊かな桜や柳の芽吹きをふれあいパーク
大原湖のカヌーで一緒に楽しみませんか。
カヌー体験イベントでお待ちしています！
距　　離  5.4㎞（片道）
� 約200kcl消費
所要時間 約2時間～半日

森の案内人 田中 均
　ポーズを取り深く呼吸す
るとエネルギーが体に満ちて
くるような・・・。吸い込む空気
も、太陽の光と森のめぐみですね。大好評の
「森ヨガ」、今年も長者ヶ原で行われます。
距　　離  3.9㎞（周回路あり）
� 約160kcl消費
所要時間 約1時間～半日
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森林セラピー基地
山口市林業振興課森林セラピー推進担当
TEL0835‐52‐1122 FAX0835‐52‐1301
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/
メール therapy@city.yamaguchi.lg.jp
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残していいのは思い出と足跡だけ。とっていいのは写真だけ。


