
平成29年度「全国・⾃然歩道を歩こう⽉間」実施⾏事⼀覧(10/1〜10/31）

期⽇ ⼤会名 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 ホームページアドレス

⿃
取
県

1

10/1（日）

10/8(日)

10/15(日)

10/22(日)

秋の大山自然観察会 大山自然歴史館 西伯郡大山町
阿弥陀堂コース（大山自然歴史館

～阿弥陀堂～利生水～大山寺）

大山寺周辺を散策し、同行する専門の指導

員が地形・地質、植物、動物（野鳥・昆虫）、

歴史・人文について自然保護の理念の元に

解説を行います。

無料 団体以外事前申込不要
大山自然歴史館

TEL:0859-52-2327

http://www.daisen.jp/p/daisenrekishikan/kansatu/3/

11/

2

10/1（日）

10/8(日)

10/15(日)

10/22(日)

秋の大山自然観察会 大山自然歴史館 西伯郡大山町

寂静山コース（大山自然歴史館～

鎮魂地蔵～寂静山～大神山神社奥

宮～大山寺)

大山寺周辺を散策し、同行する専門の指導

員が地形・地質、植物、動物（野鳥・昆虫）、

歴史・人文について自然保護の理念の元に

解説を行います。

無料 団体以外事前申込不要
大山自然歴史館

TEL:0859-52-2327

http://www.daisen.jp/p/daisenrekishikan/kansatu/3/

11/

3 10/7(土)
山陰海岸ジオパークウォークin因幡・

但馬　120km

 山陰海岸ジオウオーク西

地区実行委員会
岩美郡岩美町

●5kmコース

 （居組コミュニティセンター→岩美町

陸上 ）

●10kmコース

　（ 居組コミュニティセンター→浦富

海岸駐車場 ）

●20kmコース

（鳥取砂丘こどもの国入口前駐車場

→浦富海岸駐車場）

5km、10km、20kmの三種類のコースで鳥取

砂丘、城原海岸、東浜展望所、居組海岸な

ど山陰海岸ジオ―パークを歩きつくそう！

1,000円 事前申込必要
日本海新聞事業課

TEL 0857-21-2885
http://www.nnn.co.jp/event/geowalk/

4 10/29(日) ノルディックウォークin船上山 船上山少年自然の家 東伯郡琴浦町
船上山ノルディックウォークコース

（3.8km）

紅葉まぶしく、秋風爽やかな船上山をノル

ディックウォークで満喫！参加者同士で励ま

し合い、変化に富んだコースを楽しもう！

600円程度
●要事前申込み

●小雨決行

船上山少年自然の家

TEL 0858-55-7111
http://www.pref.tottori.lg.jp/senjyozan/

5 10/29(日) 扇ノ山登山
氷ノ山自然ふれあい館「響

の森」
八頭郡若桜町

中国自然歩道「扇ノ山へのみち」

(4km)
冬支度のブナの廊下を通って山頂へ！ 1,500円 3日前までに申込

氷ノ山自然ふれあい館「響の

森」

TEL 0858-82-1620

http://www.hibikinomori.gr.jp/eventshousaiharu.html

岡
⼭
県

1 10/1（日） 第36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 ヒイゴ池湿地を訪ねるみち（10km）

雪舟が涙でネズミの絵を描いた伝説で有名

な宝福寺、トキソウやサギソウなど多くの植

物と世界最小のトンボの仲間であるハッチョ

ウトンボなどが生息するヒイゴ池など、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

1
10/14（土）

10/15（日）

子どもパークレンジャー

「仙酔島で自然のお宝さがし」

環境省中国四国地方環境

事務所

広島県福山市鞆町仙酔

島
仙酔島ハイキングコース（約2km）

国立公園に指定された仙酔島の海や森を

見てまわって、自然を体感する。
7,500円 要事前申込

子どもパークレンジャー広島地

区事務局

090-2018-8859

http://chushikoku.env.go.jp/to_2017/post_155.html

2 10/15（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

(昼食付)
雨天決行 0823-87-2390 http://www.norosan.or.jp/

⼭
⼝
県

1 10/1（日） 霜降山月例山行 NPO法人霜降会 山口県宇部市 末信橋～霜降山コース（約7km）

四季折々の自然とふれあいながら、中世の

山城跡などの歴史も楽しむことができるコー

スです。

無料
●雨天決行

●詳細は主催者HPで

NPO法人霜降会

0836-21-5250（凡喫茶店内）
http://www001.upp.so-net.ne.jp/shimofurikai/

2 10/28（土） 第8回JA周南ほっとウォークIN三丘
周南農業協同組合

JA協同サポート山口（株）

山口県周南市（三丘地

域）

やすらぎコース（約5km）

がんばるコース（約10km）

歴史と温泉のまち、周南市三丘地区を歩く

コースです

1,200円

（6歳以下無料）

雨天決行・荒天中止　順

延なし

JA周南　くらしの活動課

0833-41-2323
―

3 10/28(土）
てくてくときわ公園

「ときわ公園の新たな魅力発見！」

宇部ふるさとコンパニオン

の会
宇部市　ときわ公園 距離　約2km

リニューアルしたときわ公園で植物文化と芸

術の秋を楽しむコースです。

無料

（植物館入館料300円、

70歳以上200円）

要事前申込
ときわ公園管理課

0836-54-0551

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

port/guide.html

4 10/29（日） 美祢秋吉台カルストウォーク2017
美祢秋吉台カルストウォー

ク実行委員会
山口県美祢市

15km

7.5km

秋吉台上を散策しながら地元グルメも楽し

めるイベントです。
2,300円～1,000円 要事前申込

美祢市観光振興課

0837-52-1532
www2.city.mine.lg.jp

5 10/29（日） JRふれあいウォーク　　　　　海上アルプス青海島ウォーク
長門市観光コンベンション

協会
山口県長門市 長門市駅～青海島　約8.7km

金子みすゞのふるさと仙崎と青海島の自然・

史跡をめぐるウォーキングです。
500円 少雨決行

長門市観光コンベンション協会

0837-22-8404
http://www.nanavi.jp

徳
島
県

1 10/8（日）

第272回徳島ワンデーウオーク・阿波

路探求⑳・吉野川市（第36回四国の

みち歩こう大会・第12回全国一斉エコ

ウオーク大会）

NPO法人徳島県ウォーキ

ング協会
徳島県吉野川市 Ａコース（5km） 9:30  川島城駐車場集合

会員300円

会員外600円

小学生以下は無料

気象警報発表以外は実

施

NPO法人徳島県ウォーキング

協会

088-656-3636

http://tokuwalking.main.jp

2 10/8（日）

第272回徳島ワンデーウオーク・阿波

路探求⑳・吉野川市（第36回四国の

みち歩こう大会・第12回全国一斉エコ

ウオーク大会）

NPO法人徳島県ウォーキ

ング協会
徳島県吉野川市 Bコース（10km） 9:30  川島城駐車場集合

会員300円

会員外600円

小学生以下は無料

気象警報発表以外は実

施

NPO法人徳島県ウォーキング

協会

088-656-3636

http://tokuwalking.main.jp

⾹
川
県

1 10/1(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

周辺
五色台遊歩道(2km)

秋の五色台の森を歩きながら、秋の実りを

探す。
無料

持ち物：野外活動ができ

る服装、水筒、帽子、タ

オル、軍手

休暇村讃岐五色台 http://www.geocities.jp/kagawa_shizen/



2 10/2(月)
月曜ハイキング

遍路道を歩く
高松市ハイキング協会 雲辺寺から大興寺(13km)

登りロープウェイ利用、下りを雲辺寺から大

興寺まで
3,600円 要事前申込

高松市ハイキング協会

090-7143-4160

3 10/7(⼟) 国⽴公園ウォーク ⾹川県 観⾳寺市・三豊市
七宝⼭〜稲積⼭〜有明浜（約
8km

⾥⼭を歩きながら、瀬⼾内海の景⾊
を堪能し、ゴールの有明浜でビーチ
コーミングを⾏う。

無料 ⾬天決⾏
⾹川県みどり保全課
midorihozen@pref.kagaw
a.lg.jp

http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir3/
dir3_4/dir3_4_3/w8h4pk170823190525.sht
ml

4 10/15(日)
日曜ハイキング

大川山に登る
高松市ハイキング協会 大川山(14km)

県内第2の標高1,403ｍに登る。

国道438号、中通から山頂下って尾井手ま

で。

2,100円
高松市ハイキング協会

090-7143-4160

5 10/21（土） 秋の大川山トレッキング
一般財団法人ことなみ振

興公社
大川山 約8.5km 昼食に大鍋付 2,300円 0877-56-0001 http://www.e-mikado.jp/

6 10/28（土） 秋の里山自然観察会
一般財団法人ことなみ振

興公社
讃岐山脈縦走路 尾根道散策(約3km) 小人無料 1,000円 0877-56-0001 http://www.e-mikado.jp/


