
期⽇ ⾏事名 主催者 開催地 歩道・コース名（距離） ⼤会概要 参加費 備考 問い合わせ先 ホームページ

⻘
森
県

岳コース（24Km）

⾼校⽣以上
1,700円
中学⽣以下
1,200円

バス移送のため先着200名

寺下観⾳コース（12Km）

⾼校⽣以上
1,500円
中学⽣以下
1,000円

制限なし

潮騒コース（6Kｍ）

⾼校⽣以上
1,500円
中学⽣以下
1,000円

制限なし

10/2（⽇）
紅葉の⼤パノラマ！北⼋甲⽥
雛岳登⼭

(財)⾃然公園財団⼗和
⽥⽀部

⼋甲⽥ 雛岳(⽚道2.8km)
雛岳(1,240m)を登⼭し北⼋甲⽥⼭の展
望を⾒頃を迎えたブナ、ダケカンバ、
ナナカマドなどの紅葉を探勝します。

2,000円 県営⽥代平駐⾞場9：00集合
(財)⾃然公園財団⼗和⽥⽀部
0176-75-2368

http://www.bes.or.jp/

10/16（⽇）
第６回⼤沢内ため池ウオーキ
ング

中泊町 ⻘森県中泊町
Aコース（９．７ｋｍ）
Bコース（３．６ｋｍ）

秋の東北⾃然遊歩道と、⼤沢内ため池
の「湧きつぼ」を歩いていただける
コースです。

⼤⼈1,000円
⼩学⽣以下無料

⾬天決⾏
中泊町⽔産観光課
0173-64-2111

http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm

10/29（⼟）
〜
30（⽇）

奥⼊瀬渓流三⾥半ウオーク
⻘森県ウオーキング協
会、NPO法⼈あおもり
観光誘客推進協会

⻘森県⼗和⽥市奥⼊瀬
渓流

奥⼊瀬渓流（14km） 奥⼊瀬渓流全区間を歩く。
⼀般3,000円、
⼩学⽣以下
1,000円

要事前申込
⻘森県ウオーキング協会
017-735-1154

http://www.eco-oirase.com

休屋〜⽯ヶ⼾〜雲井の滝〜休屋（徒歩部
分3km）

焼⼭〜⽯ヶ⼾〜雲井の滝〜焼⼭（徒歩部
分3km）

10/29（⼟）
〜
30（⽇）

奥⼊瀬渓流コケ散歩
NPO法⼈奥⼊瀬⾃然観
光資源研究会

⻘森県⼗和⽥市奥⼊瀬
渓流

奥⼊瀬渓流

「⽇本の貴重なコケの森」に選定され
た奥⼊瀬を、ゆっくりのんびり散策。
ルーペを使ってガイドがミクロの世界
へご案内。

⼀般1,200円、
⼩学⽣600円

NPO法⼈奥⼊瀬⾃然観光資源研究
会
0176-23-5866

http://www.eco-oirase.com

岩
⼿
県

10/2（⽇）
希望郷いわて国体デモンスト
レーションスポーツ ウォー
キング

希望郷いわて国体⼤船
渡市実⾏委員会事務局

岩⼿県⼤船渡市 碁⽯海岸コース（7km、12km）
300円
（⼩学⽣無料）

参加申し込み終了
岩⼿県⼤船渡市教育委員会事務局国
体推進室（0192‐27‐3111）

http://www.iwate2016.jp/kokutai_game/walkin
g

10/8（⼟） 夏油⾼原紅葉トレッキング
夏油⾼原インタープリ
ターの会

岩⼿県北上市 夏油⾼原トレッキングコース（4.0km）
ゴンドラでのぼり、⼤半が下りなの
で、初⼼者でも参加しやすいコースで
す。

2,500円
北上市商業観光課
0197-46-2111（内線3354）

FACEBOOK
https://www.facebook.com/%E3%81%AF%E3%
81%97%E3%81%8B%E3%81%BFyy%E3%82%AF
%E3%83%A9%E3%83%96-235437383521424/

⾼校⽣ボランティアガイドウ
オーク

NPO法⼈⼗和⽥奥⼊瀬
郷づくり⼤学

⻘森県⼗和⽥市奥⼊瀬
渓流

⼗和⽥⻄⾼校の⽣徒がガイドとして同
⾏して奥⼊瀬渓流を歩く.

無料 http://www.eco-oirase.com
NPO法⼈⼗和⽥奥⼊瀬郷づくり⼤
学
0176-72-2780

平成28年度「全国・⾃然歩道を歩こう⽉間」実施⾏事⼀覧

第12回階上岳横断ウォーク はしかみＹＹクラブ ⻘森県階上町

三陸復興国⽴公園階上岳と階上海岸、
さらに歴史と原⾵景を今に残す寺下観
⾳起点のコースがあり、⾃分の体⼒に
合わせたコースを選ぶことができま
す。⾬天決⾏。

090-9743-9559（佐々⽊）
hashikamiyyclub@yahoo.co.jp

10/2(⽇）

10/29（⼟）
〜
30（⽇）
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10/15（⼟） 旧宮古街道探訪
盛岡市（区界⾼原少年
⾃然の家）

岩⼿県宮古市 宮古市区界→盛岡市本町通（25km）
盛岡市の⽂化遺産である宮古街道を探
訪し，往時の⽣活や⽂化の⼀端に触れ
ながら，野外活動の楽しさを味わう。

2,500円
要事前申込 盛岡市⽴区界⾼原少年⾃然の家

0193-77-2048
http://www.city.morioka.iwate.jp/kokyoshisets
u/taiken/kuzakai/index.html

10/16（⽇）
⼗和⽥⼋幡平国⽴公園⼋幡平
地域指定６０周年記念⾏事
秋の網張⾼原ハイキング

網張ビジターセンター
（共催）網張⾼原温泉
郷運営協議会

岩⼿県雫⽯町
網張温泉への旧道（全コース３．５ｋ
ｍ）

秋の紅葉の網張⾼原の⾃然を楽しみな
がらハイキング

⼤⼈500円
⼩学⽣300円

参加者に温泉⼊浴券、コー
ヒー券提供

網張ビジターセンター http://amihari17.ec-net.jp/index.html

10/16（⽇）
奥⼊瀬渓流、森の神と幻の滝
観察会

(財)⾃然公園財団⼗和
⽥⽀部

奥⼊瀬渓流 奥⼊瀬渓流歩道(⽚道3km)

紅葉の始まった⽯ヶ⼾をスタートし雲
井の滝〜双⻯の滝〜⽯ヶ⼾を往復しま
す。その後⾞で移動し惣部バイパスか
ら⽇本⼀のブナ(森の神)を⽬指しま

2,000円 奥⼊瀬湧⽔館駐⾞場8：30集合
(財)⾃然公園財団⼗和⽥⽀部
0176-75-2368

http://www.bes.or.jp/

10/16（⽇） 三⾓沼紅葉トレッキング 夏油⾼原⼭楽会 岩⼿県北上市 ⼤平駐⾞場〜三⾓沼（8.0km）
駒ヶ岳⼭頂、駒形神社への旧参詣道の
途中にある三⾓沼へのトレッキングで
す。

500円

⽔上温泉⼭照園
0197-73-6675
もしくは、
北上市商業観光課0197-64-2111
（内線3354）

10/16（⽇） 三⾓沼紅葉トレッキング 夏油⾼原⼭楽会 岩⼿県北上市 ⼤平駐⾞場〜三⾓沼（8.0km）
駒ヶ岳⼭頂、駒形神社への旧参詣道の
途中にある三⾓沼へのトレッキングで
す。

500円

⽔上温泉⼭照園
0197-73-6675
もしくは、
北上市商業観光課0197-64-2111
（内線3354）

10/22（⼟） 平成28年度秋季⾃然観察会
宮古市・⽇本野⿃の会
宮古⽀部

岩⼿県宮古市重茂地区 ⼗⼆神⾃然観察教育林（約３㎞）

⾃然環境の現状を観察し、⾃然の尊
さ、⾃然保護や環境保全の⼤切さを学
ぶ機会を⽬的とし、⼗⼆神⾃然観察教
育林周辺を散策し、樹⽊、⿃類、植物
を中⼼に観察を⾏う。

無料

対象：市⺠
申込受付１０⽉３⽇から先着
２０名
⾬天の場合10⽉29⽇に延期

宮古市市⺠⽣活部環境課
0193-68-9078
0193-63-9123

http://www.city.miyako.iwate.jp/

10/23（⽇）

三陸ジオパーク・ジオポイン
トを⾒学しよう
本州最東端 魹ケ崎・魹ケ埼
灯台

宮古市観光港湾課 岩⼿県宮古市重茂地区
魹ヶ崎⾃然歩道
（3.8km）

本州最東端である魹ヶ埼灯台を⽬指し
てトレッキングをします

無料
宮古市産業振興部観光港湾課
0193-68-9091
0193-93-9120

http://www.city.miyako.iwate.jp/

10/23（⽇） 夏油⾼原紅葉トレッキング
夏油⾼原インタープリ
ターの会

岩⼿県北上市
スキー場〜横岳〜うさぎ森〜スキー場
（4.0km）

ゴンドラでのぼり、⼤半が下りなの
で、初⼼者でも参加しやすいコースで
す。

2,500円
北上市商業観光課
0197-46-2111（内線3354）

⼭
形
県

毎⽇ クアオルト健康ウォーキング
上⼭市温泉クアオルト
協議会

⼭形県上⼭市 市内各所

ドイツで実施されている気候性地形療
法を取り⼊れた⾃然と地域資源を活⽤
した市⺠の健康づくりと観光客の体験
メニューの１つ。

500円〜
（内容によって
異なる。毎⽉９
⽇は「クアオル
トの⽇」で参加

歩きやすい靴、温度調整がし
やすく脱ぎ着しやすい服装

上⼭市市政戦略課023-672-1111
内線(226)

http://kaminoyama-spa.com

10/1（⼟） 紅葉の弥陀ヶ原を楽しもう
⽉⼭ビジターセンター
運営協議会

⼭形県鶴岡市、庄内町
東北⾃然歩道・⽉⼭とお花畑をめぐるみ
ち（2Ｋｍ）

⽉⼭8合⽬弥陀ヶ原の草紅葉を楽し
み、変化していく植物たちを観察しま
す。

⼤⼈700円
⼦供500円

悪天候中⽌
⽉⼭ビジターセンター
0235−62−4321

http://gassan.jp/

10/1（⼟）

⻄吾妻⼭・⻄⼤巓から望む磐
梯⼭と湖の裏磐梯⾼原
2016天元台⾼原~グランデコ
縦⾛登⼭

(株)天元台
グランデコリゾート

⼭形県⽶沢市
福島県耶⿇郡北塩原村

⻄吾妻⼭
北望台〜グランデコ⼭頂駅（約7ｋｍ）

⼤⼈6,800円
⼦供5,760円
※ロープウェイ
＆リフト代、弁
当代等

要事前申込
天元台⾼原
0238-55-2236

http://www.tengendai.jp/

10/2（⽇）
第１２回最上川源流散策
紅葉狩りハイキング

(株)天元台 ⼭形県⽶沢市
⻄吾妻⼭
明道の滝コース

⼤⼈2,500円
⼦供2,000円

要事前申込
天元台⾼原
0238-55-2236

http://www.tengendai.jp/
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10/8(⼟)
第四回 越後⽶沢街道・⼗三
峠トレッキング

NPO法⼈ ここ掘れ和
ん話ん探検隊

⼭形県⼩国町〜飯豊町
〜川⻄町

⼤久保峠〜宇津峠〜諏訪峠(約10km)
越後⽶沢街道・⼗三峠を
全四回に渡りトレッキングします。
（第四回⽬）

1,500円 定員20名
NPO法⼈ ここ掘れ和ん話ん探検隊
TEL／FAX
0238‐62‐5955

http://mount13.web.fc2.com/kokohore0.html

10/8（⼟）

⻄吾妻⼭・⻄⼤巓から望む磐
梯⼭と湖の裏磐梯⾼原
2016天元台⾼原~グランデコ
縦⾛登⼭

(株)天元台
グランデコリゾート

⼭形県⽶沢市
福島県耶⿇郡北塩原村

⻄吾妻⼭
北望台〜グランデコ⼭頂駅（約7ｋｍ）

⼤⼈6,800円
⼦供5,760円
※ロープウェイ
＆リフト代、弁
当代等

要事前申込
天元台⾼原
0238-55-2236

http://www.tengendai.jp/

10/10(⽉) 第6回「ブナ苗」記念植樹会
ＮＰＯ斜平⼭保全活⽤
協議会
⾥⼭愛好会

⼭形県⽶沢市 斜平⼭ ブナ苗植林後紅葉ハイキング 500円 要事前申込
斜平⼭保活恊 鈴⽊
090-1934-0245

10/12（⽔） ⾥⼭トレッキング
公益財団法⼈   ⼭
形県みどり推進機構

⼭形県飯豊町 敷地内遊歩道
源流の森の周辺に広がるブナ林や季節
の⼭野草、草⽊塔などをゆったりと訪
ね歩きます.

500円 どなたでも 源流の森センター 0238-77-2077 http://www.ymidori.or.jp/genryu/index.html

10/13（⽊） 森林教室
公益財団法⼈   ⼭
形県みどり推進機構

⼭形県飯豊町 敷地内遊歩道
希望の時間や体⼒に合わせたコースを
インタープリターが案内。

無料 どなたでも 源流の森センター 0238-77-2077 http://www.ymidori.or.jp/genryu/index.html

10/15（⼟） 秋の恵み観察会
⽉⼭ビジターセンター
運営協議会

⼭形県鶴岡市 ⽻⿊修験道のみち（1.8Ｋｍ）
秋の⽻⿊⼭のめぐみを五感で感じま
す。

⼤⼈1,000円
⼦供500円

⼩⾬決⾏
⽉⼭ビジターセンター
0235−62−4321

http://gassan.jp/

10/22（⼟）
〜
23（⽇）

森林の学校
公益財団法⼈   ⼭
形県みどり推進機構

⼭形県飯豊町 敷地内遊歩道
秋の森を散策しながら森の惠を味わい
ます。

5,000円 ⼩学⽣以上 源流の森センター 0238-77-2077 http://www.ymidori.or.jp/genryu/index.html

10/30（⽇） 鉤掛森のブナの⻩葉を楽しむ
⽉⼭ビジターセンター
運営協議会

⼭形県⾦⼭町 鉤掛森登⼭ルート 鉤掛森のブナの⻩葉を楽しむ
⼤⼈1,500円
⼦供1,000円

悪天候中⽌
⽉⼭ビジターセンター
0235−62−4322

http://gassan.jp/

10/30（⽇） 第13回宇津峠歩こう会
⼿ノ⼦地区協議会 宇
津峠部会

⼭形県飯豊町 宇津峠 ⽚道2.7ｋｍ
秋の紅葉を楽しみながら宇津峠を歩き
ます。

1,500円 昼⾷付き
宇津峠部会 ⾼橋純
⾃宅 0238-75-2832
携帯 090-7937-5258


