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滋
賀
県

10/9（⽇）
曳⼭⼦ども歌舞伎を満喫、裏
の⼭城も拝⾒

⽶原観光ボランティア
ガイド協会

滋賀県⽶原市
居醒の清⽔と番場の忠太郎のみち
（5km）

⼦ども歌舞伎を満喫し、名勝・⻘岸
寺、太尾⼭城址を訪ねます。

300円（⻘岸寺
拝観料<希望者
>300円は別途
⾃⼰負担）

10⽉5⽇までに問い合わせ先に
お申込みださい。
弁当持参。⾬天決⾏（荒天、
警報発表時中⽌）

⽶原観光ボランティアガイド協会
TEL：0749-56-0440
⽶原観光協会
TEL:0749-58-2227

10/20（⽊） ⻑⽐城址と成菩提院を訪ねて
⽶原観光ボランティア
ガイド協会

滋賀県⽶原市
泉神社名⽔と徳源院を訪ねるみち
（4km)

織⽥信⻑と対峙するために浅井・朝倉
軍が築城した⻑⽐城址、織⽥信⻑や⾜
利義昭などが宿営した学問寺、成菩提
院を訪ねます。

300円（成菩提
院拝観料<希望
者>300円は別
途⾃⼰負担）

10⽉14⽇までに問い合わせ先
にお申込みださい。
弁当持参。⾬天決⾏（荒天、
警報発表時中⽌）

⽶原観光ボランティアガイド協会
TEL：0749-56-0440
⽶原観光協会
TEL:0749-58-2227

京
都
府

10/2（⽇）
⼭陰海岸ジオパーク120ｋｍ
ウォークｉｎ京丹後

⼭陰海岸ジオウォーク
東地区実⾏委員会

京都府京丹後市 １４ｋｍ
⼭陰海岸ジオパークをガイドの説明を
聞きながら歩く

500円
京丹後市観光振興課
0772-69-0450

http://sanin-
geo.jp/modules/geopark/index.php/120km.html

⼤
阪
府

10/16（⽇） みんなでわいわい栗ひろい 泉南市観光協会 ⼤阪府泉南市 泉南市信達楠畑の林道（往復約8km） 林道ハイキング、栗ひろい、⾃然観察
⼤⼈1,000円
⼩学⽣700円

先着50名申込み10/1〜10/12
泉南市観光協会事務局泉南市産業観
光課072-483-8191

http://welcome-sennan.com/

10/16（⽇） どんぐりを楽しむ 池⽥市緑のセンター 池⽥市 五⽉⼭緑地杉ヶ⾕コース他 ⾃然観察会 100円
池⽥市緑のセンター
072-752-7082

http://midori5.wixsite.com/shokubutuen

10/16（⽇） 島熊⼭清掃ハイキング
島熊⼭の雑⽊林を守る
会

豊中市新千⾥⻄町 島熊⼭緑地・観察コース
島熊⼭のごみを拾いながら、⾃然観察
を⾏う

無料
当⽇14時に豊島⾼校正⾨前集
合
※⾬天中⽌

島熊⼭の雑⽊林を守る会
yasuko_tsuchi@hotmail.com

http://www.geocities.jp/tsuchia_y/simakuma/i
ndexS.html

10/17（⽉） 細河⾃然観察ハイキング 池⽥市緑のセンター 池⽥市 細河地区 ⾃然観察会 100円
池⽥市緑のセンター
072-752-7082

http://midori5.wixsite.com/shokubutuen

兵
庫
県

10/16（⽇）
“秋の兎和野・瀞川平”⼭岳歩
こう会

⾹美町・⾹美町教育委
員会・兎和野⾼原・板
仕野区

兎和野⾼原野外教育セ
ンター

A 瀞川渓⾕コース（約9キロ）
B 瀞川⼭コース（約11キロ）

A 瀞川渓⾕等を巡ります
B 瀞川⼭⼭頂1039ｍを⽬指します

・18歳以上
1,000円
・18歳未満
500円

昼⾷付き、おもてなしやサプ
ライズも

兎和野⾼原
0796-94-0211

www.uwano.jp

10/22 (⼟)
円⼭川・⽞武洞
ノルディック・ウォーク
（定員30名）

マルマツスポーツ 兵庫県豊岡市
⽔郷楽々浦と⽞武洞をめぐるみち
（約12km）

城崎温泉駅スタート・ゴール。ノル
ディック・ウォークをしながら楽々浦
湾（ささうらわん）や円⼭川、⽞武洞
の雄⼤な景⾊を堪能します。

1,000円〜
1,500円

⾬天決⾏(荒天中⽌)
要事前申込

マルマツスポーツ  0796-42-
0015

facebook「マルマツスポーツ」で検索

平成28年度「全国・⾃然歩道を歩こう⽉間」実施⾏事⼀覧
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10/22(⼟)
佐⽤最⾼峰を登る！
⽇名倉⼭登⼭ツアー

佐⽤ハイキングクラブ 兵庫県佐⽤町 約3.7km
佐⽤町最⾼峰⽇名倉⼭を登る初⼼者向
けツアー。佐⽤町特産品のおみやげつ
き。

3,000円
JR姫路駅発着
要事前申込

佐⽤町企画防災課
0790-82-0664

奈
良
県

10/16（日）
吉野熊野国立公園大台ヶ原地区

自然観察会

近畿地方環境事務所吉

野自然保護官事務所

奈良県上北山村　大

台ヶ原

東大台周遊コース(最短3.8km～最長8.8km)

※当日に適したプログラムを行います。

大台ヶ原で活動するパークボランティア

が一緒に歩きながら、東大台の見どころ

や、季節の動植物を紹介します。

100円

(保険代として)

定員20名(先着順)、小学生以下

は保護者同伴

環境省吉野自然保護官事務所0746-

34-2202 井藤
http://kinki.env.go.jp/to_2016/post_53.html

和
歌
⼭
県

10/9（⽇） 第40回市⺠親⼦ハイキング
⽥辺市⼦どもクラブ
育成協議会

和歌⼭県⽥辺市
熊野古道
・発⼼⾨王⼦〜熊野本宮⼤社(6.9km)

親と⼦、家族ぐるみで秋空の下、楽し
い時間を過ごしていただきます。

無料 ⾬天中⽌
⽥辺市教育委員会
⽣涯学習課
ＴＥＬ0739-26-4908

近⽇掲載予定

10/16（⽇）
平成２８年度和歌⼭市⽣涯ス
ポーツ交流⼤会 健康いきい
きハイキング

和歌⼭市体育協会
和歌⼭県紀の川市貴志
川町〜和歌⼭市

平池野⿃公園〜伊太祈曽（約９．５キ
ロ）

平池野⿃公園から、伊太祈曽まで歩
き、⾃然とふれあうことのできるコー
スです。

300円 ⾬天予備⽇１０/３０（⽇）
和歌⼭市スポーツ振興課
（０７３−４３５−１３６４）
 住岡

なし

10/16（⽇） 時さかのぼる歩き旅

有⽥市
有⽥市教育委員会
有⽥市観光協会
有⽥市⽂化協会

和歌⼭県有⽥市
有⽥みかん海道 他
  （約８.５ｋｍ）

ミカンの段々畑や湯浅湾の絶景を眺め
ながら「有⽥みかん海道」を歩きま
す。道中の各名所では語り部さんが名
所案内をしてくれます。スタート及び
ゴール地点である有⽥市⽴病院では、
「健康フェスティバル」を開催。各種
イベントに加え、地元特産品の販売も

無料
⾬天決⾏
要事前予約
弁当持参

有⽥市教育委員会
⽣涯学習課 ⽂化振興係
0737-82-3221

https://www.city.arida.lg.jp/kyouiku/tokisakano
boruarukitabi.html

10/23（⽇）
吉野熊野国⽴公園指定80周年
＆拡張記念⾃然観察教室「秋
のひき岩を歩こう」

⽥辺市
和歌⼭県⽥辺市ひき岩
群周辺

ふるさと⾃然公園センターからひき岩群
２km

秋のひき岩を歩きながら昆⾍や植物の
採集・観察を⾏います。

無料 ⾬天中⽌
ふるさと⾃然公園センター
TEL/FAX0739-25-7252
E-mail: hikiiwa@mb.aikis.or.jp

近⽇掲載予定

10/27（⽊） 砂浜健康ウォーキング
⽥辺市健康づくり計画
「元気たなべ」2013運
動部会

和歌⼭県⽥辺市 扇ヶ浜と公園周辺

⽥辺の⾃然を活⽤し⾃然とふれあい体
験をすることで、運動の楽しさ・重要
さを知ってもらい「健康づくり」を推
進します。

無料
要事前申込⼩⾬決⾏（荒天時
内容変更あり）

⽥辺市健康増進課
TEL0739-26-4901

近⽇掲載予定


