
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
茨
城
県

1 10/21(土)
第36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
茨城県土浦市

「予科練ゆかりのみち」を含む約

10km

豊かな自然風景に恵まれた霞ヶ浦湖畔を歩

く大会です
無料

要申込

（定員200名になり次第

締切）

茨城県環境政策課

029-301-2946

http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/shi

zen/kanto-walkfes.html

栃
⽊
県

1 10/8(土) 奥の院ハイキング大会 北郷観光協会 栃木県足利市 秋の北郷散策コース

田島町内を田島川に沿って歩くコース。田

島町自治会館～東光寺～ココファームワイ

ナリー

100円

（保険料、お茶付き）
小雨決行

足利市観光振興課

0284-20-2165

2
10/14（土）

10/15（日）

遊歩道自然散策

「初秋の森散策」
塩原温泉ビジターセンター 栃木県那須塩原市塩原

塩原渓谷遊歩道やしおコース（約

4km）

前山歩道（約3km）

秋の訪れを探しに遊歩道の森へ！渓谷

へ！

大人300円

小学生150円

●要事前申込(随時受

付)

●各回30名

●雨天決行

塩原温泉ビジターセンター

tel:0287-32-3050
http://www.siobara.or.jp/vc/

3 10/15(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

中禅寺湖周回線歩道(湖畔第一駐

車場～菖蒲ヶ浜、4㎞）

歴史や紅葉についての解説を聞きながら中

禅寺湖畔を散策。

1,800円

(復路の機船代は別途)
●要事前申込 0288-55-0880 https://www.nikko－nsm.co.jp

4
10/21（土）

10/22（日）
ネイチャーウォーク大沼公園 塩原温泉ビジターセンター 栃木県那須塩原市塩原

塩原自然研究路

大沼公園（約3km）

新湯富士（約5km）

観察散策ハイキング　「紅葉狩り」草紅葉と

木の実の収穫祭！

大人500円

小学生250円

●要事前申込(9/11～

受付)

●各回25名

●雨天決行

塩原温泉ビジターセンター

tel:0287-32-3050
http://www.siobara.or.jp/vc/

5
10/21（土）～

10/31（火）

遊歩道自然散策

「錦秋の森散策」
塩原温泉ビジターセンター 栃木県那須塩原市塩原

塩原渓谷遊歩道やしおコース（約

4km）

前山歩道（約3km）

紅葉の錦絵となる遊歩道の森へ！渓谷

へ！

大人300円

小学生150円

●要事前申込(随時受

付)

●各回30名

●雨天決行

塩原温泉ビジターセンター

tel:0287-32-3050
http://www.siobara.or.jp/vc/

6 10/22(日) 横根高原・井戸湿原自然観察会 鹿沼市 栃木県鹿沼市 井戸湿原周廻コース
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
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/

7 10/22(日)

山の日記念事業

第51回秋の足利　毛野大坊山ハイキ

ング大会

毛野大坊山観光協会 栃木県足利市 毛野大坊山コース（6km）
低山ながら起伏に富んだコース。秋の紅葉

を楽しみながらゆっくり歩けます。
無料 小雨決行

足利市観光振興課

0284-20-2165

8 10/24(火) 紅葉のミツモチに登ろう 県民の森管理事務所 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民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20名

0287-43-0476 http://県民の森.tochigi.jp

9 10/29(日) 宇都宮ウオーキングフェスタ2017

宇都宮市民憲章推進協議

会（宇都宮歩け歩け大会

実行委員会）

栃木県宇都宮市

ファミリーコース（6km）

ふれあいコース（12km）

健脚コース（23km）

歩くことの楽しさを深め健康づくりをすすめ

るとともに，宇都宮市の歴史や自然，文化

に触れあうことを目的とした大会です。

事前申込800円

当日申込1,000円

中学生以下は無料

雨天決行、荒天中止

宇都宮歩け歩け大会実行委員

会（みんなでまちづくり課内）

028-632-2288

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/oshiras

elist/event/1012745.html

埼
⽟
県

1
10/1(日）

～10/31(火)

毎日

戸田ヶ原ガイドウォーク
公益財団法人戸田市水と

緑の公社
埼玉県戸田市

彩湖・道満グリーンパーク管理事務

所～戸田ヶ原（1km）

戸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）戸田市水と緑の公社

048-449-1550
http://www.toda-kousha.com/park/

2 10/7(土) 江南里山ウォーキング
熊谷市環境部環境政策課

／江南公民館
埼玉県熊谷市 江南南コース（約9km）

江南地区の自然や地域に伝わる文化に触

れながら歩きます。
無料

3 10/14(土) 月例ハイキング大会 越生町

越生町

(スタートは越生駅前ポ

ケットパーク)

山々をめぐる健脚コース

距離28km、約 8時間

越生駅から大高取山、黒山三滝などを経て

花立松ノ峠へ。ぐるっと山道を歩くロングトレ

イル

無料
越生町　産業観光課

049-292-3121
http://www.town.ogose.saitama.jp

4 10/29(日)
レインボー交流

ハイキング大会

埼玉県川越都市圏まちづ

くり協議会

越生町

中央公民館

幕岩展望台コース 6km

桂木観音コース 6km

川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島

町、毛呂山町、越生町で構成する協議会主

催のハイキング大会

無料 当日申込
越生町　企画財政課

049-292-3121
http://www.town.ogose.saitama.jp

東
京
都

1 10/6（金） 甲州夢街道ウォーク
甲州夢街道（八王子・相模

湖・藤野エリア）
東京都八王子市

八王子の緑の丘再発見～全国都市

緑化はちおうじフェアメイン会場とサ

テライト会場を巡る（約12キロ）

事前申し込・300円

当日申込・500円

事前申込と当日申込が

可能

八王子商工会議所042-623-

6311
http://www.kosyu-yumekaido.jp/

2
10/1(日)～

10/15(日)

駅からハイキング

【八王子市制100周年記念】全国都市

緑化はちおうじフェアとパワースポット

めぐり

東日本旅客鉄道株式会社 東京都八王子市

「全国都市緑化はちおうじフェア」の

花とみどり溢れる会場を中心に、壁

面アートがある街角や、歴史ある寺

社などのパワースポットを巡る八王

子の魅力満載コース（約9キロ）

無料
駅からハイキング事務局

03-5719-3777
www.jreast.co.jp/ekihai/

3 10/15(日)
子どもパークレンジャー2017

命を育む多摩川の水を探れ
奥多摩自然保護官事務所

世田谷区立二子玉川公

園付近　多摩川河川敷
一部首都圏自然歩道を利用（5km） 水生生物観察会 500円

東京都立川市錦町2-1-22-2F

自然教育研究センター「子ども

パークレンジャー」係

TEL　042-528-6595



4 10/29(日)
子どもパークレンジャー2017

命を育む多摩川の水を探れ
奥多摩自然保護官事務所

青梅市御岳山　ロック

ガーデン
一部首都圏自然歩道を利用（5km） 水生生物観察会 500円

東京都立川市錦町2-1-22-2F

自然教育研究センター「子ども

パークレンジャー」係

TEL　042-528-6595

神
奈
川
県

1 10/1(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/

2 10/6(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/

3 10/6（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)

要事前申込

雨天中止

箱根ビジターセンター

TEL:0460-84-9981
http://hakonevc.sunnyday.jp/shitashimuundou.html

4 10/9（月祝） 秋の弘法山ハイク 秦野市 神奈川県秦野市 弘法山ハイキングコース（7.5km)
弘法山の豊かな自然の中を、自然観察をし

ながら、ハイキングします。
無料

要事前申込

(申込は、右記載のTEL

まで)

秦野市環境保全課

TEL:0463-82-9618
近日公開予定

5 10/27（金） 自然散策ウォーク③
社会教育課

伊勢原南公民館
神奈川県伊勢原市 日向薬師林道

グリーンインストラクター引率のもと、植物や

生物の観察を行います。
無料

伊勢原南公民館

TEL:0463-92-1210
なし

6 10/28(土)
箱根ジオパーク

芦ノ湖水門と歴史を訪ねて

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～黒岳～箱根ビジターセン

ター(5.5km)

自然を楽しみながら湖尻水門の歴史を訪ね

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/


