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北
海
道

10/1（⼟） 紋別岳⾃然観察会

⽀笏湖⾃然保護官事務
所
共催：⾃然公園財団⽀
笏湖⽀部

紋別岳 休暇村〜紋別岳を往復（往復約12km）
紋別岳に登りながら⾃然解説を⾏いま
す。

無料 荒天中⽌
⽀笏湖⾃然保護官事務所
0123-25-2350

10/10（⽉） 浦河町ウォーキング⼤会
浦河町スポーツ推進委
員協議会

北海道浦河郡浦河町
向別川築堤歩道ｺｰｽｳｫｰｷﾝｸﾞ
Ａ(約3.7㎞)
Ｂ(約5.7㎞)

・向別川築堤の散策は爽やかな秋⾵と
⼼地よい川のせせらぎを楽しむことが
できるコースです。

無料
・⾬天決⾏
・浦河町⺠を対象(幼児・⼩学
⽣低学年は保護者同伴)

浦河町ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ内浦河町ｽﾎﾟｰ
ﾂ推進委員協議会事務局

10/13（⽊） 秋の森の匂いをかごう
野幌森林公園⾃然ふれ
あい交流館

北海道札幌市・江別市
開拓の村→⾃然ふれあい交流館→開拓の
村(6.5km)

 紅葉や⽊の実を観察しながら、４時
間ほどかけて秋の森をゆっくりと散策
します。

無料
当⽇受付
要昼⾷等持参

野幌森林公園⾃然ふれあい交流館
011−386−5832

http://www.kaitaku.or.jp/nfpvc.htm

10/29（⼟）
落ち葉の下の⽣き物をさがそ
う

北海道博物館
野幌森林公園⾃然ふれ
あい交流館

北海道江別市 ⾃然ふれあい交流館周辺
 森や歩道に積もった落ち葉の下に集
まる様々な⽣き物をさがします。

無料
9/30〜受付
先着：40名

北海道博物館
011−898−0500

http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/event/

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）

10/2(⽇）

10/29（⼟）
〜
30（⽇）

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

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

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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10/15（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/



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

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

茨
城
県

10/29（⼟）
第35回IBARAKIウォークフェ
スティバル

茨城県⾃然歩道利⽤促
進協議会

茨城県笠間市
焼き物とお稲荷さんへのみちを含む約
8km

笠間の歴史と⽂化に触れながら⾃然の
中を歩く⼤会です

無料
要申込（定員になり次第締
切）

茨城県環境政策課
029-301-2946

http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kan
sei/shizen/kanto-walkfes.html

栃
⽊
県

10/2（⽇） ⼭ガール in ⾼⼭
⽇光湯元ビジターセン
ター

栃⽊県⽇光市中宮祠
（⾼⼭）

⻯頭滝〜⾼⼭〜中禅寺湖北岸〜⻯頭滝
（8km）

⾼⼭の頂上から中禅寺湖畔をめぐる⼥
性限定の軽登⼭です。爽やかな秋のハ
イキングを楽しみましょう。

500円
⽇光湯元ビジターセンター（0288-
62−2321）

http://www.nikkoyumoto-
vc.com/new/event_d.html?0:1158

10/8（⼟）〜
9（⽇）

遊歩道⾃然散策
塩原温泉ビジターセン
ター

塩原温泉ビジターセン
ター／栃⽊県

ビジターセンターを拠点とした塩原渓⾕
歩道

秋の訪れを探しに遊歩道へ 初秋の遊
歩道を飾る花々や、⽊の実を観察しま
す。

300円
（宿泊参加者無
料）

随時受付
定員30名

塩原温泉ビジターセンター
☎0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp

10/16（⽇） ネイチャーウオーク⼤沼公園
塩原温泉ビジターセン
ター

⼤沼公園駐⾞場(栃⽊
県)

⽇光国⽴公園塩原温泉⾃然研究路⼤沼公
園

紅葉の新湯富⼠へ…草紅葉と⽊の実の
収穫祭！

500円
（宿泊参加者
200円）

随時受付
定員30名

塩原温泉ビジターセンター
☎0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp

10/16（⽇） 紅葉と歴史感じる湖畔さんぽ ⽇光⾃然博物館 栃⽊県⽇光市
中禅寺湖周回線歩道（中禅寺温泉〜菖
蒲ヶ浜、約４㎞）

中禅寺湖畔の歴史や紅葉を楽しみなが
ら散策します。

1,800円 要事前申込荒天中⽌
⽇光⾃然博物館
0288-55-0880

http://www.nikko-nsm.co.jp/
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10/20（⽊） 紅葉のミツモチに登ろう
県⺠の森
管理事務所

栃⽊県⽮板市
ミツモチ⼭登⼭道
（約６ｋｍ）

鮮やかに紅葉した県⺠の森最⾼峰ミツ
モチに登り⾃然の恵みを体感します。

無料

栃⽊県内
在住の⽅
要予約
先着35名

TEL:0268-43-0479 http://県⺠の森.tochigi.jp

10/22（⼟）
〜
23（⽇）

遊歩道⾃然散策
塩原温泉ビジターセン
ター

塩原温泉ビジターセン
ター／栃⽊県

ビジターセンターを拠点とした塩原渓⾕
歩道

紅葉の錦絵となる遊歩道へ「これぞ錦
秋」の景⾊広がる遊歩道の森へ⾏きま
す。

300円
（宿泊参加者無
料）

随時受付
定員30名

塩原温泉ビジターセンター
☎0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp

10/29（⼟）
〜
11/6（⽇）

遊歩道⾃然散策
塩原温泉ビジターセン
ター

塩原温泉ビジターセン
ター／栃⽊県

ビジターセンターを拠点とした塩原渓⾕
歩道

紅葉の錦絵となる遊歩道へ 錦秋の森
に囲まれた遊歩道で、思う存分「紅葉
狩り」！

300円
（宿泊参加者無
料）

随時受付
定員30名

塩原温泉ビジターセンター
☎0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp

10/30（⽇）
錦秋の秋ウォーク④紅葉狩り
第4弾！遊歩道の森編

塩原温泉ビジターセン
ター

塩原温泉ビジターセン
ター／栃⽊県

⽇光国⽴公園塩原温泉⾃然研究路
湯けむり漂う栃⽊百名⼭の新湯富⼠を
登り、温泉街を⽬指します

1,200円
（ﾊﾟｯｸ利⽤者
600円）

要事前申込
定員35名

塩原温泉ビジターセンター
☎0287-32-3050

http://www.siobara.or.jp

10/30（⽇）
宇都宮ウオーキングフェスタ
2016

宇都宮市⺠憲章推進協
議会（宇都宮歩け歩け
⼤会実⾏委員会）

栃⽊県宇都宮市
健脚コース（20km）
ふれあいコース（12km）
ファミリーコース（5km）

宇都宮市の歴史や⾃然，⽂化に触れな
がら，楽しく「歩き・み・ふれる」１
⽇が過ごせる⼤会です。

事前申込800
円，当⽇申込
1,000円（いず
れも中学⽣以下
無料）

⾬天決⾏・荒天中⽌

宇都宮歩け歩け⼤会実⾏委員会（宇
都宮市役所みんなでまちづくり課
内）
028-632-2288

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/oshirasel
ist/event/030556.html

10/30（⽇） もてぎ⾥⼭ウォーク⼤会
もてぎ⾥⼭ウォーク⼤
会実⾏委員会

和の道コース 30㎞

10/30（⽇） もてぎ⾥⼭ウォーク⼤会
もてぎ⾥⼭ウォーク⼤
会実⾏委員会

⼋幡⼭コース 18㎞

10/30（⽇） もてぎ⾥⼭ウォーク⼤会
もてぎ⾥⼭ウォーク⼤
会実⾏委員会

さかすがコース 12㎞

10/30（⽇） もてぎ⾥⼭ウォーク⼤会
もてぎ⾥⼭ウォーク⼤
会実⾏委員会

さがり松コース 5㎞

１０⽉下旬
横根⾼原・井⼾湿原⾃然観察
会

⿅沼市 横根⾼原・井⼾湿原 井⼾湿原周廻コース
美しい紅葉を⾒ながら⾃然にふれあう
コースです。

500円 ⾬天決⾏
⿅沼市観光交流課
0289(63)2303

群
⾺
県

9/9（⾦）〜
11/6（⽇）

もみじ狩り ⿅沢園地ガイド
ウォーク

⿅沢インフォメーショ
ンセンター運営協議会

⿅沢園地（群⾺県嬬恋
村）

清流の⼩径〜たまだれの滝〜かえでの⼩
径（約５km）

紅葉美しい⿅沢園地をガイドの案内の
下、ゆっくりと歩きます。約３時間ほ
どの⾏程です。

500円
（保険代等）

当⽇参加可能
⿅沢インフォメーションセンター
（電話：0279-80-9119）

http://www.kazawa.jp/

10/15（⼟）
伊⾹保森林公園オンマ⾕ト
レッキング

渋川市 群⾺県渋川市 トレッキングコース（約6km）
史跡と景勝に富み、⾃然豊かな県⽴伊
⾹保森林公園を散策

無料
・要事前申込
・募集⼈数を超えた場合は抽
選

渋川市
農政部
農林課
℡0279-22-2593

http://www.city.shibukawa.lg.jp/

埼
⽟
県

毎⽇ ⼾⽥ヶ原ガイドウォーク
公益財団法⼈
⼾⽥市⽔と緑の公社

埼⽟県⼾⽥市
彩湖・道満グリーンパーク管理事務所〜
⼾⽥ヶ原（１ｋｍ）

⼾⽥ヶ原⾃然再⽣の取り組みやサクラ
ソウについて解説する。

無料 要事前申込
（公財）⼾⽥市⽔と緑の公社
048-449-1550

http://www.toda-greenpark.or.jp/index.html

10/15(⼟)
「⾥⼭を歩いて、体験して、
健康づくりを楽しもう！」

鳩⼭町・東松⼭市 ⽯坂の森・市⺠の森
両森を⾃由に散策し、リース作りなど
⼀部体験とスタンプラリー

無料 要申込 鳩⼭町

10/30(⽇) 9キロコース

10/30(⽇) 5キロコース

10/30(⽇) 3キロコース

千
葉
県

10/22（⼟）
第28回
印旛沼クリーンハイキング

成⽥市・
なりた環境ネットワー
ク

千葉県成⽥市
甚兵衛公園〜⾓川（2.8ｋｍ）⼜は甚兵
衛機場（3.2ｋｍ）

ごみ・空き⽸等を拾いながら印旛沼周
辺をハイキングする。（甚兵衛公園に
て啓発展⽰・クイズ・⾦⿂すくい等の
催し物あり）

無料
  ⾬天延期
予備⽇10/23

成⽥市環境計画課
0476-20-1533

http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/kan
kei/index.html

東
京
都

10/16（⽇） ⼋丈富⼠裾野ハイキング ⼋丈ビジターセンター
東京都⼋丈島
⼋丈町⼤賀郷

標⾼差約470m、総延⻑約12㎞

富⼠環状林道基点から町道永郷富⼠⼭
線を経て鉢巻き道路を南⻄側に半周、
ふれあい牧場を経て富⼠横断林道から
旧測候所へ下⼭。

500円
少⾬決⾏
定員20名

⼋丈ビジターセンター
04996-2-4811

要事前申込
⼩⾬決⾏

越⾕市教育委員会スポーツ振興課
048-963-9284

無料

栃⽊県茂⽊町

茂⽊の⾃然豊かな⾥⼭を、歩いて、⾷
べて、楽しむウォーキング⼤会。
参加者には、豪華賞品や茂⽊の特産品
などが当たる抽選会も実施。今年で5
回⽬の開催。

⼀般
1,000円
⼩・中学⽣
500円
※事前申し込み
の場合

もてぎ⾥⼭ウォーク⼤会実⾏委員会
事務局
TEL 0285-63-1137
※⼤会当⽇は
TEL 0285-63-5333

http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/g
akushusports/supotu/koshigaya_contents_2014
1019fw.html

ガヤガヤウォーク（第21回越
⾕ファミリーウォーク）

越⾕市教育委員会、越
⾕市スポーツ推進委員
連絡協議会

埼⽟県越⾕市
川と⽊々、野⿃を愉しみながら健康に
なれるコースです
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神
奈
川
県

10/2(⽇)
バリアフリーで楽しむ秋の箱
根

環境省・箱根ボラン
ティア解説員連絡会

神奈川県⾜柄下郡箱根
町

バリアフリー観察路：箱根ビジターセン
ター〜周辺園地〜箱根ビジターセンター
(3km)

からだの不⾃由な⽅も⾼齢の⽅も⼩さ
なお⼦さまも楽しめるよう。五感を
使ってのんびり観察します。

100円
（保険代)

⾬天中⽌
箱根ビジターセンター(TEL:0460-
84-9981)

http://hakonevc.sunnyday.jp/

10/7（⾦） ⾦時⼭⾃然探勝登⼭ 箱根町
神奈川県⾜柄下郡箱根
町

(6km)
箱根の⼭々でも⼈気の⾦時⼭に登り、
⾃然とふれあいます。

100円
（保険代）

要事前申し込み
⾬天中⽌

箱根ビジターセンター
0460-84-9981

http://hakonevc.sunnyday.jp/

10/7(⾦) ⾦時⼭⾃然探勝登⼭
箱根地域⾃然に親しむ
運動実⾏委員会（開催
担当：箱根町企画課）

神奈川県⾜柄下郡箱根
町

公時神社〜⾦時⼭〜⼄⼥峠〜公時神社
(6km)

箱根の⼭々でも⼈気の⾦時⼭に登り、
⾃然とふれあいます。

100円
（保険代)

⾬天中⽌
箱根ビジターセンター(TEL:0460-
84-9981)

http://hakonevc.sunnyday.jp/

10/29(⼟)
箱根ジオパーク 富⼠箱根伊
⾖⼀望の箱根⿊岳へ

箱根ボランティア解説
員連絡会

神奈川県⾜柄下郡箱根
町

箱根ビジターセンター〜深良⽔⾨〜湖尻
峠〜⿊岳〜箱根ビジターセンター
(5.5km)

箱根⽕⼭・芦ノ湖の成り⽴ちを体感
し、富⼠⼭・伊⾖・駿河湾の展望を楽
しみます。

100円
（保険代)

⾬天中⽌
箱根ビジターセンター(TEL:0460-
84-9981)

http://hakonevc.sunnyday.jp/

新
潟
県

６⽉〜１０⽉ バックカントリーバイク体験 (有)湯⽶⼼まつのやま ⼤厳寺⾼原 ⼤厳寺⾼原 遊歩道ほか

ブナの原⽣林をトレッキングし、⼭頂
の⼤展望台を⽬指します。
 眺めの良い⼭頂で休憩。その後、事
前に運んでおいた⾃転⾞で⾵を感じな
がら⼭を降りていくツアーです。

3,000円 レンタル⾃転⾞料込 (有)湯⽶⼼まつのやま http://www.matunoyama.net/index.cgi

10/22（⼟） 笹川流れトレッキング
⽉⼭ビジターセンター
運営協議会

新潟県村上市 笹川流れトレッキングロード
眼下に⾒える⽇本海からの潮⾵を浴び
ながらゆっくりトレッキングします。

⼤⼈2,500円
⼦供1,500円

悪天候中⽌
⽉⼭ビジターセンター
0235−62−4321

http://gassan.jp/

富
⼭
県

10/9(⽇) キノコ狩りと観察会
（公財）花と緑の銀⾏
県⺠公園頼成の森

富⼭県砺波市
県⺠公園頼成の森

頼成の森をめぐるみち（8.5km）
林内でキノコの観察・採取を⾏い、⾷
⽤キノコかどうかの⾒分け⽅を学びま
す

300円 定員50名
森林科学館
0763-37-1540

http://www.bgtym.org/ranjyounomori/

⽯
川
県

浄⼟コース（1.2km）

ブナ平コース（1.6km）

岩屋俣園路
（3.3km）

市ノ瀬園路（1.0km）

10/2（⽇） 岬⾃然歩道を歩こう⼤会
岬⾃然歩道を歩こう⼤
会運営委員会（NPO法
⼈能登すずなり）

岬⾃然歩道 岬⾃然歩道 狼煙〜⽊ノ浦（8㎞）
雄⼤な⾃然や景⾊を満喫できる岬⾃然
歩道歩きます。

1000円
（中学⽣以下
500円）

岬⾃然歩道を歩こう⼤会運営委員会
（NPO法⼈能登すずなり）
TEL:0768-82-4688

浄⼟コース（1.2km）

ブナ平コース（1.6km）

20名以上の団体は事前申込要
⽯川県⽩⼭⾃然保護センター
TEL:076-255-5321

蛇⾕⾃然観察路をガイドと⼀緒に歩き
ます。
⾃然の不思議や先⼈の知恵など、⽩⼭
のいろいろな魅⼒を発⾒できます。

無料
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.
html

10/1（⼟）
10/2（⽇）
10/8（⼟）
10/9（⽇）
10/10(⽉)
10/15（⼟）
10/16（⽇）
10/22（⼟）
10/23（⽇）
10/29(⼟)

市ノ瀬ガイドウォーク
⽯川県⽩⼭⾃然保護セ
ンター

⽯川県⽩⼭市⽩峰（市
ノ瀬）

市ノ瀬ビジターセンター周辺の森を散
策し、⽩⼭の⾃然に親しみます。
紅葉した森でドングリやオニグルミな
ど、いろいろな⽊の実や種が落ちてい
るのを観察できます。

無料 20名以上の団体は事前申込要
⽯川県⽩⼭⾃然保護センター
TEL:076-255-5321

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.
html

10/8（⼟）〜
16（⽇）

秋の中宮 紅葉days
⽯川県⽩⼭⾃然保護セ
ンター

⽯川県⽩⼭市中宮
紅葉真っ盛りの蛇⾕観察路をガイドと
⼀緒に歩きます。⽊の実を使った⼯作
なども⾏います。

無料
⽯川県⽩⼭⾃然保護センター
TEL:076-255-5321

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/index.
html

20名以上の団体は事前申込要

10/1（⼟）
10/2（⽇）
10/22（⼟）
10/23（⽇）
10/29(⼟)
10/30(⽇)

中宮ガイドウォーク
⽯川県⽩⼭⾃然保護セ
ンター

⽯川県⽩⼭市中宮
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学術研究コース（約4.5ｋｍ）

ふれあいコース（約3ｋｍ）

10/10（⽉） 体育の⽇ ⼤林⼭に登ろう
NPO法⼈ 千曲市環境
市⺠会議（みどりを守
る会）

⻑野県千曲市
県道四⼗⼋曲峠トンネル⼊⼝〜⼤林⼭
（8km）

100円 ⾬天中⽌
みどりを守る会 杉本080-1038-
8623

静
岡
県

10/10（⽉）
LOVE&HAPPY 恋の川根路 く
のわき縁結び散策

⼀般社団法⼈エコティ
かわね

静岡県川根本町 久野脇・塩郷地区コース（約3km）

川根本町久野脇・塩郷地区にある縁結
び、パワースポットを巡るプログラ
ム。途中でおいしいお茶やお弁当、語
り部のおもてなしも。

4,000円 事前申込、⾬天中⽌
⼀般社団法⼈エコティかわね
（0547-58-7000）

http://kawanehon-
eco.com/event/1010%EF%BC%88%E6%9C%88
%E7%A5%9D%EF%BC%89%E3%80%8Clove%EF
%BC%86happy-
%E6%81%8B%E3%81%AE%E5%B7%9D%E6%A0
%B9%E8%B7%AF%E3%80%80%E3%81%8F%E3
%81%AE%E3%82%8F%E3%81%8D%E7%B8%81

10/16（⽇）

ニッポンonly one 南アルプス
アプトラインが待ってるよ!!
智者⼭ 〜 天狗⽯⼭ 〜 奥⼤井
湖上駅 トレッキング

⼀般社団法⼈エコティ
かわね

静岡県川根本町
智者⼭〜天狗⽯⼭〜奥⼤井湖上駅コース
（約6km）

川根本町の⾃然（深緑の美しさ）アプ
トラインの魅⼒を体感していただくプ
ログラム

5,000円+別途
（タクシー代
1,000円〜1,500
円、⼤井川鐵道
井川線710円）

事前申込、⾬天中⽌
※参加費変更の可能性有
※トレッキング企画

⼀般社団法⼈エコティかわね
（0547-58-7000）

約1ヶ⽉前から掲載（http://kawanehon-
eco.com/）

10/23（⽇）
あぷとライン無⼈駅途中下⾞
のプチ旅

⼀般社団法⼈エコティ
かわね

静岡県川根本町
⼤井川鐵道井川線⼟本駅周辺、⼤井川鐵
道井川線川根⼩⼭駅周辺〜⽩沢温泉もり
の泉コース（約3km）

奥⼤井の観光案内にも紹介されていな
い場所を、⼤井川鐵道井川線無⼈駅で
途中下⾞して、その沿線をご案内しま
す。井川線⾞窓から⼤井川の⾵景を⾒
ながら、⼟本駅下⾞でのタコ杉⾒物、
地元のおばさんと縁側でお茶。川根⼩
⼭駅下⾞での⽇英発電所跡⾒学やみち
くさしながら散策で、⽩沢温泉もりの
泉を⽬指すプログラム。

3,000円
（⼦ども2,620
円）
鐵道運賃含む。

事前申込、荒天中⽌、昼⾷持
参    ※参加費変更の可
能性有

⼀般社団法⼈エコティかわね
（0547-58-7000）

約1ヶ⽉前から掲載（http://kawanehon-
eco.com/）

三
重
県

10/1（⼟） 答志島を巡る
伊勢志摩国⽴公園⾃然
ふれあい推進協議会

三重県⿃⽻市答志島 築上園地ほか（3km）
九⻤嘉隆の史跡や美しい海岸線を楽し
みながら秋のハイキングです。

⼤⼈200円、
⼩学⽣100円
（定期船代別）

⾬天中⽌
横⼭ビジターセンター0599-44-
0567

http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

10/22（⼟） きのこの観察会
伊勢志摩国⽴公園⾃然
ふれあい推進協議会

三重県志摩市⼤王町 登茂⼭園地（2km）
岩出菌学研究所から講師を招いてきの
この観察会を実施します。

⼤⼈200円、
⼩⼈100円

⼩⾬決⾏
横⼭ビジターセンター0599-44-
0567

http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

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

2,400円 要予約10/9（⽇）
第52回信州⽊曽・上松 ⾚沢
森林浴

（⼀社）上松町観光協
会・上松町・公益財団
法⼈森林⽂化協会

⻑野県上松町 ⾚沢⾃
然休養林

森林浴発祥の地⾚沢⾃然休養林を舞台
に普段は⽴ち⼊りが制限されている保
護林内での森林浴が楽しめます。

（⼀社）上松町観光協会
0264-52-1133

http://www.avis.ne.jp/~hinoki/01akasawa3.ht
ml#shinrinyoku

⻑
野
県
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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
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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

⿃
取
県

10/23（日） 倉吉博物館自然ウォッチング 倉吉博物館 打吹山（鳥取県倉吉市） 打吹公園遊歩道～打吹山山頂 打吹山の秋の自然観察 無料
倉吉博物館

TEL:0858-22-4409
http://www1.city.kurayoshi.lg.jp/hakubutsu/

10/30（日） ノルディックウォークｉｎ船上山 船上山少年自然の家 鳥取県琴浦町 船上山ノルディックウォークコース（4.4km）
交流レクリエーションとノルディックウォー

ク
700円程度 詳細は企画中

船上山少年自然の家

0858-55-7111

岡
⼭
県

10/2（日） 第35回岡山県歩こう大会

岡山県ウォーキング協

会・岡山県ウォーキング

協会加盟5団体

岡山県岡山市北区
足守の町並みと備中高松城趾を訪ねるみ

ち（１４ｋｍ）

国指定重要文化財の石鳥居をもつ葦守

八幡宮、日本三大稲荷の一つに数えら

れる最上稲荷、羽柴秀吉の水攻めで有

名な備中高松城跡など、歴史に思いを馳

せ、自然の持つ美しさをを楽しんでいた

だくコースです。

一般500円、

他会員300円、

会員無料

岡山県ウォーキング協会086-252-

7349

広
島
県

10/16（日） 秋の野呂山往復登山
国民宿舎

野呂高原ロッジ

広島県呉市川尻町野呂

山

かぶと岩コース

（9ｋｍ）

野呂山随一の絶景コース！瀬戸内海の

多島美を堪能できる。
1,000円

雨天決行

昼食付
0823-87-2390 http://www.norosan.or.jp/

⼭
⼝
県

10/1（土） ＪＲふれあいウォーク 宇部市観光推進課 宇部市 岬漁港周辺めぐり
「空の日」記念フェスティバルに合わせて

空港や漁港の周辺をウォーキング。
無料 小雨決行 宇部市観光推進課

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/kankou/sup

port/guide.html

10/9（日）
森林官と歩く飯ヶ岳～滑マツ探

訪～
森の案内人の会 滑山国有林 飯ヶ岳コース(2.0km）

山口森林管理事務所の森林官と、飯ヶ岳

の滑マツ群生地を訪ね、森を守り育む活

動を行います。

1,000円 時間9：00～15：00
森の案内人の会事務局　℡0835-52-

1122
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/

10/15（土）
徳地の郷ノルディックウォーキン

グ
森の案内人の会

国立山口徳地青少年自

然の家
長者ヶ原コース(1.5km)

森の案内人とともにノルディックウォーキ

ングを行います。
無料 時間10：00～15：00

森の案内人の会事務局　℡0835-52-

1122
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/

10/16（日）
宇部市の山城を歩く～荒滝山城

跡に登ろう！
宇部市教育委員会 宇部市 荒滝山登山道(約5km)

荒滝山に登山した後、山口県の指定文

化財である荒滝山城跡遺跡について学

芸員が解説します。

軽食代・保険料

の実費として500

円程度

要事前申込

定員10名

宇部市学びの森くすのき・地域文化交

流課（0836-67-1277）
―
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10/23（日）
森フェス～森林セラピー秋の祭

典～
森フェス実行委員会

国立山口徳地青少年自

然の家
長者ヶ原各コース

長者ヶ原に森の案内人をはじめとする多

様な主体が集い、森を歩き、クラフトなど

プログラムを提供します。

無料※一部体験

料あり
時間9：30～16：00

森の案内人の会事務局　℡0835-52-

1122
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/

10/23（日）
めざせ！世界ジオパーク～美祢

秋吉台カルストウォーク2016～

めざせ！世界ジオパー

ク～美祢秋吉台カルスト

ウォーク～実行委員会

秋吉台ほか

①17㎞

②10㎞

③５㎞

秋吉台やその周辺が自然の雄大さや景

観の美しさだけでなく、地質学的にも貴重

な遺産であるとともに歴史の宝庫である

ことを参加者の皆様に体感してもらう。

事前申込：

1,600円

当日申込：

2,000円

事前申込締切：9/16

雨天決行

美祢市教育委員会事務局生涯学習ス

ポーツ推進課（0837-52-5261）
http://www2.city.mine.lg.jp

徳
島
県

10/9(日)
阿波路探求⑨第261回徳島ワン

デーウオーク

NPO法人徳島県ウオー

キング協会
上板町

山寺のみち

（Aコース 5km・Bコース 10km)
9:30 上板町役場集合

会員300円

会員外600円
088-656-3636 http://tokuwalking.health-life.net/

⾹
川
県

10/1(⼟）、
2（⽇）、
8（⼟）、
9（⽇）、
10（⽉）、
15（⼟）、
16（⽇）、
22（⼟）、
23（⽇）、
29（⼟）、
３０（⽇）

⾃然⽣態園ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
⾹川県仲多度郡まんの
う町
国営讃岐まんのう公園

国営讃岐まんのう公園⾃然⽣態園
インタープリターと⼀緒に⾃然⽣態園
内を中⼼に楽しく散策します。

無料(⼊園料、
駐⾞料⾦は別途
必要）

⾬天決⾏ ⾃然⽣態園 http://www.mannoukouen.go.jp/

10/2（⽇） 五⾊台⾃然楽校 かがわ⾃然観察会
五⾊台ビジターセン
ター

２ｋｍ
秋の五⾊台の森の中を植物を観察した
り⽊の実を採取しながら、ゆっくり歩
きます。

500円
ハイキングができる服装、昼
⾷は、⽊の実を使った料理で
す。

休暇村讃岐五⾊台

10/2(⽇)
どんぐり銀⾏オープニング⾏
事

ＮＰＯ法⼈
どんぐりネットワーク

⾹川県⾼松市
 ドングリランド

ドングリランド遊歩道(700m)

どんぐり銀⾏に預けるドングリを拾う
ために、森歩きをします。
午後は、ドングリを使ったクラフト作
りです。

500円
お昼ご飯付

事前申込
40名

ドングリランドビジターセンター
 tel 087-840-4072

http://donguri-net.com/land/cgi-bin/event/event_view.cgi?year=2016&month=10

10/3(⾦)
⽉曜ハイキング
⾜守の町並みと備中⾼松城址

⾼松市ハイキング協会 岡⼭県岡⼭市
⾜守〜⿓泉寺〜最上稲荷〜備中⾼松城址
（16km）

⾜守の町並みと備中⾼松城址
会員：3,500円
⼀般：3,900円

10/7(⾦)
秋のまんのう公園と満濃池湖
畔ウォーク

まんのう町
国営讃岐まんのう公園

⾹川県仲多度郡まんの
う町、国営讃岐まんの
う公園

満濃池湖畔→まんのう公園→かりん亭
(約5㎞)

満濃池の配⽔塔や歴史についてふれた
り、まんのう公園のコスモスや”⼭な
み芸術祭の作品を鑑賞しながら、散策
できます。

1,000円
（⾷事代、⼊園
料、保険代）

要申込
⾬天決⾏

まんのう公園管理センター http://www.mannoukouen.go.jp/

10/9（⽇）、
30（⽇）

さぬきの森ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
⾹川県仲多度郡まんの
う町
国営讃岐まんのう公園

国営讃岐まんのう公園さぬきの森
インタープリターと⼀緒にさぬきの森
を中⼼に楽しく散策します。

無料
(⼊園料、駐⾞
料⾦は別途必
要）

⾬天決⾏ ⾃然⽣態園 http://www.mannoukouen.go.jp/

10/10(⽉）
満濃池展望遊歩道ガイド
ウォーク

国営讃岐まんのう公園
⾹川県仲多度郡まんの
う町
国営讃岐まんのう公園

国営讃岐まんのう公園満濃池展望遊歩道
インタープリターと⼀緒に満濃池展望
遊歩道を中⼼に楽しく散策します。

無料
(⼊園料、駐⾞
料⾦は別途必
要）

⾬天決⾏ ⾃然⽣態園 http://www.mannoukouen.go.jp/

10/10(⽉)、
22(⼟)

健康ウォーキング教室 国営讃岐まんのう公園
⾹川県仲多度郡まんの
う町
国営讃岐まんのう公園

園内のコスモス等を楽しみながら5㎞を
歩きます。

ウォーキングが初めての⽅、ファミ
リーでの参加⼤歓迎。健康づくりのた
めに正しい歩き⽅や知識を学ぶことが
できます。

100円
(⼊園料、駐⾞
料⾦は別途必
要）

⼩⾬決⾏ まんのう公園管理センター http://www.mannoukouen.go.jp/

10/15（⼟) 秋のネイチャーゲーム
⾹川県造園事業協同組
合

満濃池森林公園
園内を散策しながらネイチャーゲーム
を楽しむ

無料
公園電話
0877-57-6520

10/16(⽇)
⽇曜ハイキング
七宝連⼭を歩く

⾼松市ハイキング協会
三豊市
観⾳寺市

本⼭寺〜不動の滝〜七宝⼭〜稲積⼭〜⾼
屋神社(13km)

不動の滝と七宝連⼭を歩く
会員：2,400円
⼀般：2,700円

10/23(⽇) ドングリランドまつり2016
ＮＰＯ法⼈
どんぐりネットワーク

⾹川県⾼松市
 ドングリランド

ドングリランド遊歩道 (体験内容によ
り異なります)

いろんな森の遊びを体験します。
森歩き体験や、ポイントラリーで森の
中を歩きます。

⼤⼈1,000円
⼦ども300円

ﾁｹｯﾄは前売のみ
ドングリランドビジターセンター
 tel 087-840-4072

http://donguri-net.com/land/cgi-bin/event/event_view.cgi?year=2016&month=10

10⽉下旬 秋の親⼦⾃然観察会 ⼩⾖島⾃然観察会 ⼩⾖郡⼟庄町滝宮 滝宮野外活動センター周辺
⾥⼭を散策しながら⾃然の素晴らしさ
を学び、また親⼦のふれあい体験活動
を推進。

100円
⼟庄町教育委員会⽣涯学習課
0879-62-7013
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愛
媛
県

10/8（土）
鬼が城山系

ハイキング
宇和島山岳会

愛媛県

宇和島市

鹿のコル～鬼が城山～八面山～林道～赤

滝山～八面山

鹿のコルに集合、秋の草花を愛で、アサ

ギマダラに会う。
なし

小雨実施

要事前申込

宇和島山岳会

　西田六助
http://ww4.et.tiki.ne.jp/~nis6

１０月中旬
明浜町

山あるきんぐ
西予市明浜町教育課

愛媛県

久万高原町
梅ヶ市～堂ヶ森 梅ヶ市から一般登山道を歩く。 1,000円/人

小雨実施

指導：西田

主催者

宇和島山岳会西田
http://ww4.et.tiki.ne.jp/~nis6

⾼
知
県

10/22（土）、

23（日）

第12回土佐よさこいツーデーウ

オーク

土佐よさこいツーデーウ

オーク実行委員会

安芸市

芸西村

香南市

22日

①安芸市まるごとコース１４km

②安芸市・芸西村堪能コース２２km

23日

①香南市・芸西村わくわくコース１７km

②香南市大満喫コース２５km

太平洋を一望できる開放感にあふれた

コースと昔から受け継がれてきた伝統あ

る街並みの残るコースが、2日間にわたっ

て楽しめます。

事前

一般

2,000円

高校生以下

1,000円

当日

一般

2,500円

高校生以下

1,500円

昼食希望者は別途800円

安芸市商工観光水産課

0887－35－1011

芸西村企画振興課

0887－33－2111

香南市生涯学習課

0887‐57‐7523

(一社)香南市観光協会事務局

0887‐56‐5200

安芸市

http://www.city.aki.kochi.jp/

芸西村

http://www.vill.geisei.kochi.jp/index.html

香南市

http://www.city.kochi-konan.lg.jp/

⻑
崎
県

10/2（日） 安満岳トレッキング

西海国立公園九十九島

VC

環境省佐世保自然保護

官事務所

長崎県平戸市主師町安

満岳

安満岳鯛の鼻口登山道

（距離往復約３km）

安満岳は重層信仰の地である隠れキリ

シタンの聖地で、自然の聖地でもあり、秋

の植物観察をする。

300円

小学３年生以上

定員２０名

雨天中止

昼食持参

要事前申込

西海国立公園九十九島VC

0956-28-7919

tyousa@kujukushima-visitorcenter. jp

http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/

10/8（土）
「棚田かかし」と波佐見

やきもの満喫ウォーキング
長崎鉄道事業部

長崎県

波佐見町

やきもの公園を出発・ゴール

健脚コース(11.5km)

短絡コース( 8.5ｋｍ)

日本棚田百選「鬼木の棚田」とそこに点

在するユニークな「かかし」をはじめ、陶

器の里だけではない、はさみの秋を楽し

みます。

無料

地元の食を楽しむ「ちょい喰いチ

ケット」販売や最寄の駅からの有

料シャトルバス等あり

ＪＲ長崎支社（営業）

長崎県長崎市

TEL 0956-827-4088

http://www.jrwalking.com/img/pdf/detail/2015autum

n_21.pdf

10/8（土）～

9日（日）

第11回上五島教会めぐりウォー

ク＆クルーズ

探訪～四季を味わう上

五島実行委員会

長崎県

新上五島町

１日目：11.3km（白砂青松の浜風を感じるみ

ちの一部を歩きます）

２日目：7.4km+クルージング（瀬戸の潮風に

ふれるみちの一部を歩きます）

ウォーキングによる教会めぐり、海上ク

ルージングで秋の上五島を満喫します。

大人

5,000円

中学生以下

3,000円

探訪～四季を味わう上五島実行委員

会（新上五島町観光物産協会内）

TEL:0959-42-0964

http://shinkamigoto.nagasaki-

tabinet.com/news/index.cfm#wn120

10/22（土）
自然歩道を歩こう　論所原から

諏訪の池コース

平成新山ネイチャーセン

ター
長崎県南島原市 論所原から諏訪の池vc（8km）

自然歩道を歩こう月間に合わせて自然歩

道を歩き、自然に親しむ。

大人　800円

小人　500円

平成新山ネイチャーセンター0957-63-

6752
htt://heiseinc.com/

10/30（日） 佐志岳トレッキング

西海国立公園九十九島

VC

環境省佐世保自然保護

官事務所

長崎県平戸市大佐志町

佐志岳

佐志岳登山道

（距離往復約1.5km）

珍しいイトラッキョウやチョウセンノギクを

観察しながら秋のトレッキングを楽しむ。
300円

小学３年生以上

定員２０名

雨天中止

昼食持参

要事前申込

西海国立公園九十九島VC

0956-28-7919

tyousa@kujukushima-visitorcenter. jp

http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/

10/30（日）
全国・自然歩道を歩こう月間

「七ッ岳登山」

五島市・五島自然保護

官事務所共催
七嶽神社駐車場 九州自然歩道

九州百名山や九州自然歩道に指定され

ている七ッ岳で秋の自然にふれあう。

150円

（保険料）
弁当持参 鐙瀬ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ   0959-73-6955

熊
本
県

10/9（日） 草の道と中通古墳群を巡る 阿蘇自然環境事務所 阿蘇市 5km 牧野の草原の中を散策する 100円 保険代金 阿蘇自然環境事務所

10/9（日）
第5回ＡＳＯたかもり

ウォーキング大会

高森町総合型地域

スポーツクラブ

（高スポ）

高森町

のんびり根子岳コース

8km

チャレンジ東外輪絶景コース 20km

ファミリー、上級者の2コース。

どちらも阿蘇の大自然を満喫できるコー

スです。

一般

2,000円

（高スポ会員

1,000円）

小学生以下

1,000円

（高スポ会員

500円）

到着地・飲食ブース・お楽しみ抽

選会有り

高スポ事務局

（高森町民体育館内）

℡0967-62-2991

http://www.takaspo.jp

10/23（日） 清栄山プチ登山
地域づくりグループ

「交友会」
高森町 清栄山～宮地嶽コース

初心者でも昇りやすく、下山ルートは通

常通ることのできないすすき野原などこ

の日だけの特別なコースです。

3,000円

（弁当・お茶付

き）

昼食は女性グループお手製の地

元の食材をたっぷり使ったお弁

当です。

ＴＡＫＡｒａＭＯＲＩ

℡0967-62-2277
http://takaramori.com/jp/

⼤
分
県

10/23（日） 草地地区ウォーク 豊後高田市
大分県

豊後高田市
約6.1km 無料 小雨決行

豊後高田市

子育て・健康推進課

0978-22-3100

http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_0312

3.html
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宮
崎
県

10/22（土）
紅葉のえびの岳・池巡り自然観

察会

九州地方環境事務所

（えびの自然保護官事務

所）

宮崎県えびの市・鹿児

島県霧島市
約８㎞

えびの高原周辺の紅葉を楽しみなが自

然観察をします。

300円

（保険代等）
要事前申込み

えびの自然保護官事務所

（0984-33-1108）

10/22（土）～

23（日）
渓谷まつりウォーキング

日之影町森林セラピー

推進協議会
日之影町 石垣の村トロッコ道コース(2.5km）

日之影キャンプ村から石垣の村「戸川」ま

での2.5kmのウォーキング大会です。「ひ

のかげ渓谷まつり2016」会場で受付、ま

つり会場からコースまでを送迎し実施しま

す。

500円 保険料、ガイド料含み
日之影町地域振興課

0982-87-3910
http://hinokage-therapy.com/

10/23（日） 秋の池巡り
自然公園財団えびの支

部

えびの市

えびの高原
池めぐり自然探勝路

秋の紅葉を楽しみながら池めぐりコース

を歩きます
無料

えびのエコミュージアムセンター

0984-33-3002
http://www.ebino-ecomuseum.go.jp/

⿅
児
島

10/23(日） 魚見岳ハイキング

霧島錦江湾国立公園鹿

児島地区パークボラン

ティアの会

鹿児島県指宿市 魚見岳ハイキングコース（10ｋｍ）

知林ヶ島や桜島を見渡せる魚見岳山頂

を目指しながら自然観察できるコースで

す。

400円
雨天決行

クラフト体験含

鹿児島地区PVの会（代表：上野）

090-3665-7277

10月23日 紅葉の大浪池
霧島市ふるさとガイドク

ラブ
鹿児島県霧島市 大浪池コース(2ｋｍ)

鳥の声がこだまする湖畔，秋色に染まる

森を楽しむトレッキング。
1,000円 事前申込　　少雨決行

霧島市ふるさとガイドクラブ

0995-57-1588


