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ロハス島地温泉
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南大門

セラピー基地へのアクセス

　６月２６日（日）徳地島地国道３７６号
沿いに「ロハス島地温泉」がオープン！
泉質は単純弱放射能冷鉱泉、効能は
神 経 痛 や
疲労回復な
どです。ひ

のき風呂と岩風呂の大浴場のほか、
休憩室、食堂、特産品販売所がありま
す。「朝市」では地域の新鮮野菜を販
売します。森林セラピーと共にリフレッ
シュ間違いなしです。
　営業時間	 午前１０時～午後８時  水曜休館
　入 浴 料	５００円（小学生250円  未就学児無料）
　お問合せ	 ☎0835‐54‐4545

徳地島地に「ロハス島地温泉」誕生！
森林セラピーと共にご利用を。

　「島地名物 温泉まんじゅう」は一
度途絶えましたが、味を懐かしむ地元
の声に後押しされ、平成５年に復活。
餡はずっしり、手作りならではの素朴
で懐かしい味わいです。南大門やロハ
ス島地温泉でお求めいただけます。

お問合せ 中屋菓子店 ☎0835‐５４‐１５３６

美味しい温泉まんじゅうあります。

森へおいでよ

ホタル情報は徳地観光協会HPで

味

山口市徳地森林セラピー基地
申し込みはこちらから ▼0835‐52‐1122

６月	１２日㈰	 セラピーロード自然観察
	 	 竹炭作り体験
６月	１９日㈰	 森の香りを楽しもう	～ヒノキでアロマセラピー体験～
６月	２６日㈰	 雀谷山トレッキング
７月	１０日㈰	 セラピーロード自然観察
	 	 滑マツの下草刈り体験と飯ヶ岳登山
７月	１６日㈯	 佐波川の源流を訪ねて　
７月	２４日㈰	 飯ヶ岳トレッキング
７月	３０日㈯・３１日㈰　元気がでるっちゃフェスタ
８月上旬	 	 仁保川沢登り体験
８月		 ７日㈰	 セラピーロード自然観察
８月	２８日㈰	 飯ヶ岳（沢コース）トレッキング
大原湖キャンプ場

申し込みはこちらから ▼0835‐58‐0200
６月	１２日㈰	 ペア・親子で楽しむピザ教室とカヌー体験
６月	２６日㈰	 ペア・親子で楽しむピザ教室とカヌー体験
７月	２４日㈰～８月２８日㈰　かぶと虫ふれあいの森
国立山口徳地青少年自然の家

申し込みはこちらから ▼0835‐56‐0113
6月		11日㈯	 星をみる会～プレセペ星団、月～
7月		 9日㈯	 星をみる会～月、土星、水星～
8月		12日㈮	 星をみる会～ペルセウス座流星群～
徳地観光協会� 問合せはこちらから ▼0835‐52‐1737
７月	２４日㈰	 全国金魚すくい選手権大会	第４回山口市予選大会
８月	２７日㈯	 とくぢ夏祭り
徳地地域交流センター島地分館

問合せはこちらから ▼0835‐54‐0001
８月	１３日㈯	 島地ふるさと夏まつり
徳地地域交流センター柚野分館

問合せはこちらから ▼0835‐58‐0001
７月	３０日㈯	 柚野ふるさと夏祭り
徳地地域交流センター八坂分館

問合せはこちらから ▼0835‐56‐0301
８月	１３日㈯	 八坂ふるさと夏まつり
徳地地域交流センター串分館

問合せはこちらから ▼0835‐54‐0222
６月	１８日㈯	 第６回	ホタルの夕べ	ｉｎ	串
８月	１５日㈪	 ふるさと夏祭り大会

湯

 6個入り 300円から

　このたびの東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福
をお祈りするとともに、被災された皆さまへ心よりお見舞
い申し上げます。山口市徳地森林セラピー基地「森の案
内人の会」では、被災された皆さまにひとときでも、森
の安らぎを感じてリフレッシュしていただきたいと思い、
基地での森の案内人との散策にご招待いたします。
　お申し込みは事務局にて承りますので、遠慮なくお申
し出ください。皆さまのご来訪をお待ちしています。
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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	１，０００円		１日	２，０００円
　　　（案内人１人につき来訪者５人以下推奨）

森の案内人	原田博司
　留学生の皆さんとモリア
オガエルの卵やカワウの子
育てを眺め、生命力あふれ
る森にともに心動かされ、私も外国へ旅
行している気分になりました。
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

森の案内人	中村義博
　ご家族を観音の滝にご
案内しました。男の子は途
中ぐずっていましたが、往路
の間に、一回り成長した様子に、観ている
こちらも爽快な気持ちになりました。
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	山本桃代
　森の案内人でヒノキの間
伐を体験。材はコースターに
したり、香り豊かなおがくずも
持ち帰りました。最後はヒノキ林に腰を下ろ
し、目を閉じて森の静けさを楽しみました。
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.city.yamaguchi.lg.jp/therapy/
メール therapy@city.yamaguchi.lg.jp
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