
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

富
⼭
県

1 10/15(日) キノコ狩りと観察会
(公財)花と緑の銀行

県民公園頼成の森

富山県砺波市

県民公園頼成の森
16.頼成の森をめぐるみち（8.5km)

林内でキノコの観察・債主を行い、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

1

10/1（日）

10/21（土）

10/22（日）

10/28(土)

10/29(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 浄土コース（1.2km）

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
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

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

ml

2

10/1（日）

10/21（土）

10/22（日）

10/28(土)

10/29(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 ブナ平コース（1.6km）

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
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

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

ml

3

10/1（日）

10/7（土）

10/8（日）

10/9(月祝)

10/14（土）

10/15（日）

10/21（土）

10/22（日）

10/28(土)

10/29(日)

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）
岩屋俣園路（3.3km）

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

4

10/1（日）

10/7（土）

10/8（日）

10/9(月祝)

10/14（土）

10/15（日）

10/21（土）

10/22（日）

10/28(土)

10/29(日)

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）
市ノ瀬園路（1.0km）

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

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

ml

5
10/7（土）

～10/15（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 浄土コース（1.2km）

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

6
10/7（土）

～10/15（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 ブナ平コース（1.6km）

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
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

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

ml

7 10/8(日) 健民海浜公園大会 金石歩こう会 石川県金沢市 健民海浜公園（6km） 日本海を眺めながら歩くコース 無料 雨天決行
石川県歩こう会連絡協議会

090-5685-6382

8 10/12(木) 源義経ゆかりの「鳴和の滝」ウォーク 千坂歩こう会 石川県金沢市 鳴和周辺（8km） 「鳴和の滝」を巡るコース 無料 雨天決行
石川県歩こう会連絡協議会

090-5685-6382

9 10/14(土) 健康ふれあい広場ウォーク わじま歩こう会 石川県輪島市 一本松公園（6km） 一本松公園を巡るコース 無料 雨天決行
石川県歩こう会連絡協議会

090-5685-6382

10 10/14(土) 白山眺望ウオークin小松 小松市 石川県小松市 木場潟公園（6.4ｋｍ）
木場潟の自然を楽しみながら健康づくりの

ためのウオーキング行う
無料

●要事前申込

●少雨決行

小松市役所いきいき健康課

TEL：0761-24-8161

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

（9月中旬頃掲載予定）

11 10/15(日) 三波くじらウォーク うしつ歩こう会 石川県能登町 三波周辺海岸（8km） 「鯨伝説の里」三波を巡るコース 無料 雨天決行
石川県歩こう会連絡協議会

090-5685-6382

12 10/21(土) 観音山ガイドハイク 能美の里山ファンクラブ 主催者に要確認 主催者に要確認
能美市内の自然の中でガイドと一緒にハイ

キングを行う
1,000円 主催者に要確認

能美の里山ファン倶楽部

℡:0761-51-2308
http://www.nominosatoyama.com/

13 10/29（日） 元気に歩こう県民の森 石川県県民の森
石川県加賀市山中温泉

杉水町
県民の森の自然を楽しみ散策する。

300円

(保険料)

●要事前受付（10/1～）

●70歳以上の健脚な方

のみ

●弁当・雨具など各自

用意

県民の森管理事務所

TEL:0761-78-3883

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/kenmin_no_mor

i.html

14 10/29(日) 犀川河岸ウォーク 中央歩こう会 石川県金沢市 犀川（男川）河岸 犀川（男川）河岸を歩くコース 無料 雨天決行
石川県歩こう会連絡協議会

090-5685-6382



⼭
梨
県

1 10/8(日) 山中湖エコウォーク 山中湖村 山中湖村 石割山ハイキングコース
ガイドが同行し、植物等を説明しながら観察

ツアーを行う。
無料

●要事前申込

●天候により中止の場

合有り

NPO法人富士山自然学校

0555-20-3111
www.kirarayamanakako.jp

2 10/29(日) 山中湖エコウォーク 山中湖村 山中湖村 ハリモミ純林散策コース
ガイドが同行し、植物等を説明しながら観察

ツアーを行う。
無料

●要事前申込

●天候により中止の場

合有り

NPO法人富士山自然学校

0555-20-3111
www.kirarayamanakako.jp

⻑
野
県

1 10/1(日)

～10/31(火)
朝の散歩会

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」もしくは「かえでの小

径」の一部（約1km）

朝の空気の澄んだ鹿沢園地内をガイドとと

もにゆっくりと散策します。
無料 当日参加可能

鹿沢インフォメーションセンター

TEL：0279-80-9119
http://www.kazawa.jp/

2 10/1(日)

～10/31(火)
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

TEL：0279-80-9119
http://www.kazawa.jp/

3 10/15(日) 秋の谷川岳ノルディックウォーク体験
谷川岳エコツーリズム推進

協議会
群馬県みなかみ町 国道291号線（約6km）

紅葉に染まった谷川岳の山麓を、ノルディッ

クウォークしながらたのしむ。
500円 要事前申込

谷川岳エコツーリズム推進協

議会（みなかみ町観光商工課

内）

http://www.pref.gunma.jp/04/e3000043.html#10

4 10/22（日）
秋の暮らし体験in木祖村

～鳥居峠の紅葉さんぽ～

NPO法人木曽川・水の始

発駅

長野県木祖村～塩尻市

（藪原宿～鳥居峠～奈

良井宿）

中部北陸自然歩道

（木曽工芸の里峠越えのみち）

6.2km

紅葉に染まる鳥居峠の散策。伝統工芸「お

六櫛」や宿場風情残る奈良井宿を堪能す

る。

3,000円 天候によって変更あり 0264-36-2772 info@482eki.com

5 10/27(金)
鬼女紅葉伝説ゆかりの地を巡る紅葉

トレッキング
戸隠観光協会 長野市

少し足をのばして鬼女紅葉伝説の世界へ。

また違った戸隠を堪能
3,500円

●雨天決行

●要事前申込

戸隠観光協会

026-254-2881
http://togakushi-21.jp/

6 10/31(火) 新蕎麦と池巡りトレッキング 戸隠観光協会 長野市

晩秋の戸隠をトレッキング。蕎麦献納祭によ

り解禁されたばかりの新蕎麦をいただきま

す。

3,500円
●雨天決行

●要事前申込

戸隠観光協会

026-254-2881
http://togakushi-21.jp/


