
光 市 記 者 発 表 資 料 

令和４年９月２６日 

件 名  

周防の森ロッジ「秋の特別講座」（令和 4 年度新規事業）の開催について 

内 容  

 青少年の野外活動体験の充実と親子のふれあいの機会の創出を図るため、各種団

体の皆様との連携・協働による「秋の特別講座」を開催します。 

 

１ 講座一覧 

日時 内容 対象・定員 
参加費 

（1 人あたり） 
申込期間 

10 月 23 日

（日） 

9：00 

～19：00 

地元中高生と楽しむ 

デイキャンプ 

※中学生リーダー養成講座・ 

光ジュニアクラブとの協働事業 

市内小学校に

通学する 3～6

年生の児童 

（20 人程度） 

500 円 

※昼食代 

など 

10 月 1 日（土） 

～20 日（木） 

11 月 5 日 

（土） 

9：00 

～16：00 

自然を学んで 

自然と遊ぼう！ 

※山口県 LP ガス協会光支部との 

協働事業 

市内在住また

は通勤・通学

する親子 

（10 家族程度） 

500 円 

※昼食代 

など 

10 月 14 日（金） 

～11 月 3 日（木） 

11 月 23 日

（祝） 

9：00 

～14：45 

秋の自然の中で 

オリエンテーリングを楽しもう！ 

※光オリエンテーリングクラブ 

との協働事業 

市内在住また

は通勤・通学

する親子 

（10 家族程度） 

500 円 

※昼食代 

など 

11 月 2 日（水） 

～18 日（金） 

２ 申込方法 

周防の森ロッジに電話で申込み。 

（定員に達した時点で申込を締切ります。） 

３ 申込先 

光市野外活動センター『周防の森ロッジ』 

電話：（0833）77-5789 

受付時間： 8 時 30 分～17 時（毎週火曜日は閉所） 

４ その他 

  各講座の詳細は別紙のチラシをご参照ください。 

問合せ  

 担当者  光市教育委員会 文化・社会教育課 社会教育係 

西 優、中坪 航  

 電 話  ０８３３－７４－３６０４ 



周防の森ロッジ「秋の特別講座」
※各種団体の皆様と周防の森ロッジの連携・協働による

特別講座（令和４年度新規事業）です。

日時 内容 対象・定員 参加費
（1名につき） 申込期間

10月23日（日）
9：00〜19：00

地元中高生と楽しむ
デイキャンプ

※中学生リーダー養成講座・
光ジュニアクラブとの協働事業

市内小学校に
通学する3〜6
年生の児童
（20人程度）

500円
※昼食代など

10月1日（土）
〜20日（木）

11月5日（土）
9：00〜16：00

自然を学んで
自然と遊ぼう！

※山口県LPガス協会光支部との
協働事業

市内に在住ま
たは通勤・通
学する親子
（10家族程度）

500円
※昼食代など

10月14日（金）
〜11月3日（木）

11月23日（祝）
9：00〜14：45

秋の自然の中で
オリエンテーリングを楽しもう！
※光オリエンテーリングクラブ
との協働事業

市内に在住ま
たは通勤・通
学する親子
（10家族程度）

500円
※昼食代など

11月2日（水）
〜18日（金）

【講座一覧】

※定員に達し次第、申込を締め切ります。
※新型コロナウイルスの感染拡大の場合は、講座の開催を中止することがあります。
※いずれの講座も少雨決行ですが、雨天等の場合は活動内容を若干変更する場合があります。

毎月第３日曜日（家庭の日）

「家族ふれあいの日」ｉｎ周防の森ロッジ（無料施設開放）

開催中！（要申込）
★毎月いろいろな体験活動を用意しています。

・10月16日（日） 焼き芋づくり（材料費（4個分）：600円）

・11月20日（日） ピザづくり（材料費（4枚分）：1,000円）ほか

★野外炊事施設等の利用もできます。

（テント、炊事用具などの無料貸出あり。ただし、食材は持込）

・対象・定員 各回親子10家族程度（市内に在住または通勤・通学の方）
・申込方法 前月28日（28日が閉所日（火曜日）の場合は翌開所日）から利用日の2日前までに、周防

の森ロッジに電話で申込。 ロッジの紹介や
主催講座の

ご案内はこちら

ピザ窯で焼く
本格ピザ



 

１ 趣旨 

  地元の中高生と一緒に、野外炊事やキャンプファイ

ヤーなどを楽しみます。 

※活動メニューは全て地元中高生の企画によるもので

す。また、当日の運営も地元中高生を中心に行います。 

 

２ 会場 

  光市野外活動センター「周防の森ロッジ」 

 （光市大字立野 1705 番地 1） 

 

３ 主催 

  光市野外活動センター「周防の森ロッジ」 

中学生リーダー養成講座 

光ジュニアクラブ 

【中学生リーダー養成講座・光ジュニアクラブの紹介】 

各種体験活動を通して、子どもたちの協調性や思いやり

などの豊かな人間性、規範意識などの社会性、ボランティア

の精神を培うことを目的に昭和58年に結成された団体です。

現在は中学生 45 名と高校生 10 名が在籍しており、年間を

通して、地域の社会活動や市主催行事への参加、会員相互の

親睦行事など様々な活動を行っています。 

 

４ 開催日時 

  令和 4年 10 月 23 日（日） 9 時 00 分～19 時 00 分 

（8時 30 分から受付）  

 

５ 対象・定員 

  市内小学校に通学する 3～6年生の児童 

  （20 人程度） 

 

６ 内容 

 8：30～ 9：00 受付 

 9：00～ 9：25 開講式・オリエンテーション 

9：25～10：30 森探検 

10：30～13：40 野外炊事（かまどご飯、カレー） 

13：40～14：30 ミニ運動会 

14：30～15：10 おやつタイム 

15：10～16：40 レクリエーション 

16：40～17：00 夕べのつどい 

17：00～18：40 キャンプファイヤー 

18：40～19：00 アンケート記入・閉講式 

19：00     解散 

 

７ 持ち物 

 筆記用具、水筒、タオル、軍手、帽子、マスク 

 

８ 服装 

 汚れても良い、動きやすい服装でご参加ください。 

 ※火気を使用するため、「長袖、長ズボン、運動靴」 

 での参加をお勧めします。 

 

９ 参加費 

  １人５００円（昼食材料費等） 

※当日徴収をさせていただきます。 

（お釣りのないようご協力をお願いします。） 

 

10 申込方法 

   10 月 1 日（土）から 10 月 20 日（木）の期間に、周 

防の森ロッジに電話で申込。（定員に達した時点で申込 

みを締め切ります。） 

 

11 新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い 

（1）発熱（37.5℃以上）がある場合や体調不良の場合等

は、利用をお控えください。 

（2）マスクの着用をお願いします。 

（3）施設内に手指消毒用アルコールを設置しております

ので、手指消毒や手洗いの励行等へのご協力をお願い

します。 

 

12 その他 

（1）新型コロナウイルス感染症等の状況により、事業を

中止、変更する場合があります。 

（2）職員が撮影した写真等は、光市及び周防の森ロッジ、

中学生リーダー養成講座・光ジュニアクラブの広報活

動等に使用することがあります。 

（3）報道機関等による取材が行われる可能性があります。 

※写真の掲載等について、ご承諾いただけない場合は、

申込時または当日、職員までお申し出ください。 

（4）食物アレルギー等がある場合は、申込の際に必ずお

申し出ください。 

 

13 申込み・問合せ先 

光市野外活動センター『周防の森ロッジ』 

Tel：（0833）77-5789 

受付時間：8：30～17：00 

（毎週火曜日は閉所） 

 

 

 

 

 

周防の森ロッジ主催事業「地元中高生と楽しむデイキャンプ」 開催要項 

※この事業は、「周防の森ロッジ」と「中学生リーダー養成講座・光ジュニアクラブ」による協働事業です。 



 

１ 趣旨 

  火おこしや野外炊飯等の楽しさを体験するとともに、

親子でエコクッキングをとおして、SDGS を学びます。 

 

２ 会場 

  光市野外活動センター「周防の森ロッジ」 

 （光市大字立野 1705 番地 1） 

 

３-１ 主催 

  光市野外活動センター「周防の森ロッジ」 

山口県 LP ガス協会光支部 

 

３-２ 協力 

 ネイチャーゲームリーダー 原田 啓志 さん 

 

４ 開催日時 

  令和 4年 11 月 5日（土） 9 時 00 分～16 時 00 分 

（8時 30 分から受付）  

 

５ 対象・定員 

  市内に在住または通勤・通学する親子 

  （10 家族程度） 

 

６ 内容 

 8：30～ 9：00 受付 

 9：00～ 9：45 開講式・オリエンテーション 

9：45～10：15 火おこし体験 

10：15～11：00 マシュマロ焼き体験 

11：00～14：00 エコクッキング(野外炊事） 

（かまどご飯、カレー） 

※用具の都合上、野外炊事は 5 名程度のグループに分か

れて行います。（当日、他の家族と同じグループで調理作

業等を行う場合がありますので、あらかじめご了承くだ

さい。なお、同一家族が別のグループになることはあり

ません。） 

14：00～15：50 空飛ぶおもちゃをつくろう 

15：50～16：00 アンケート記入・閉講式 

16：00     解散 

 

７ 持ち物 

 筆記用具、水筒、タオル、軍手、帽子、マスク 

 

 

 

 

 

８ 服装 

 汚れても良い、動きやすい服装でご参加ください。 

 ※火気を使用するため、「長袖、長ズボン、運動靴」 

 での参加をお勧めします。 

 

９ 参加費 

  １人５００円（昼食材料費等） 

※当日徴収をさせていただきます。 

（お釣りのないようご協力をお願いします。） 

 

10 申込方法 

   10 月 14 日（金）から 11 月 3日（木）の期間に、周 

防の森ロッジに電話で申込。（定員に達した時点で申込 

みを締め切ります。） 

 

11 新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い 

（1）発熱（37.5℃以上）がある場合や体調不良の場合等

は、利用をお控えください。 

（2）マスクの着用をお願いします。 

（3）施設内に手指消毒用アルコールを設置しております

ので、手指消毒や手洗いの励行等へのご協力をお願い

します。 

 

12 その他 

（1）新型コロナウイルス感染症等の状況により、事業を

中止、変更する場合があります。 

（2）職員が撮影した写真等は、光市及び周防の森ロッジ、

山口県 LP ガス協会の広報活動等に使用することがあ

ります。 

（3）報道機関等による取材が行われる可能性があります。 

※写真の掲載等について、ご承諾いただけない場合は、

申込時または当日、職員までお申し出ください。 

（4）食物アレルギー等がある場合は、申込の際に必ずお

申し出ください。 

 

13 申込み・問合せ先 

光市野外活動センター『周防の森ロッジ』 

Tel：（0833）77-5789 

受付時間：8：30～17：00 

（毎週火曜日は閉所） 

 

 

 

 

 

周防の森ロッジ主催事業「自然を学んで、自然と遊ぼう！」 開催要項 

※この事業は、「周防の森ロッジ」と「山口県 LP ガス協会光支部」による協働事業です。 



 

１ 趣旨 

  オリエンテーリング体験や野外炊事を通じて、秋の

自然と味覚を楽しみます。 

 

２ 会場 

  光市野外活動センター「周防の森ロッジ」 

 （光市大字立野 1705 番地 1） 

 

３ 主催 

  光市野外活動センター「周防の森ロッジ」 

光オリエンテーリングクラブ 

 

４ 開催日時 

  令和 4年 11 月 23 日（祝） 9 時 00 分～14 時 45 分 

（8時 30 分から受付）  

 

５ 対象・定員 

  市内に在住または通勤・通学する親子 

  （10 家族程度） 

 

６ 内容 

 8：30～ 9：00 受付 

 9：00～ 9：10 開講式 

 9：10～ 9：40 ガイダンス 

         ・オリエンテーリングの説明 

         ・地図の見方やコンパスの使い方 等  

9：40～11：20 オリエンテーリング体験 

        実際の地図とコンパスを使用し、 

3ｋｍ程度のコースを回ります。 

11：20～14：30 野外炊事（炊き込みご飯、豚汁） 

※用具の都合上、野外炊事は 5 名程度のグループに分か

れて行います。（当日、他の家族と同じグループで調理作

業を行う場合がありますので、あらかじめご了承くださ

い。なお、同一家族が別のグループになることはありま

せん。） 

14：30～14：45 アンケート、閉講式 

14：45     解散 

 

７ 持ち物 

 筆記用具、水筒、タオル、軍手、帽子、マスク 

 

 
 
 

 

８ 服装 

 汚れても良い、動きやすい服装でご参加ください。 

 ※火気を使用するため、「長袖、長ズボン、運動靴」 

 での参加をお勧めします。 

 

９ 参加費 

  １人５００円（昼食材料費等） 

※当日徴収をさせていただきます。 

（お釣りのないようご協力をお願いします。） 

 

10 申込方法 

   11 月 2 日（水）から 11 月 18 日（金）の期間に、周 

防の森ロッジに電話で申込。（定員に達した時点で申込 

みを締め切ります。） 

 

11 新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い 

（1）発熱（37.5℃以上）がある場合や体調不良の場合等

は、利用をお控えください。 

（2）マスクの着用をお願いします。 

（3）施設内に手指消毒用アルコールを設置しております

ので、手指消毒や手洗いの励行等へのご協力をお願い

します。 

 

12 その他 

（1）新型コロナウイルス感染症等の状況により、事業を

中止、変更する場合があります。 

（2）職員が撮影した写真等は、光市及び周防の森ロッジ

の広報活動等に使用することがあります。 

（3）報道機関等による取材が行われる可能性があります。 

※写真の掲載等について、ご承諾いただけない場合は、

申込時または当日、職員までお申し出ください。 

（4）食物アレルギー等がある場合は、申込の際に必ずお

申し出ください。 

 

13 申込み・問合せ先 

光市野外活動センター『周防の森ロッジ』 

Tel：（0833）77-5789 

受付時間：8：30～17：00 

（毎週火曜日は閉所） 

 

 
 

周防の森ロッジ主催事業「秋の自然の中でオリエンテーリングを楽しもう！」 開催要項 

※この事業は、「周防の森ロッジ」と「光オリエンテーリングクラブ」による協働事業です。 

 
 


