
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

⻘
森
県

1 10/1(日) 第13回階上岳横断ウォーク はしかみＹＹクラブ 青森県階上町 ●岳コース(24km)

三陸復興国立公園階上岳の広大な大自然

の「岳コース」、そして日本の原風景を今に

残す「寺下観音コース」さらには階上海岸の

どこまでも続く太平洋の蒼い海が醸し出す

「潮騒コース」と、それぞれに魅力ある３コー

スを用意しておりますので自分の体力に合

わせたコースを選ぶことができます。

高校生以上1,700円

中学生以下1,200円

●バス移送の為先着

200名

●雨天決行

はしかみＹＹクラブ事務局

佐々木　隆治

090-9743-9559

hashikamiyyclub@yahoo.co.jp

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/

2 10/1(日) 第13回階上岳横断ウォーク はしかみＹＹクラブ 青森県階上町 ●寺下観音コース(12km)

三陸復興国立公園階上岳の広大な大自然

の「岳コース」、そして日本の原風景を今に

残す「寺下観音コース」さらには階上海岸の

どこまでも続く太平洋の蒼い海が醸し出す

「潮騒コース」と、それぞれに魅力ある３コー

スを用意しておりますので自分の体力に合

わせたコースを選ぶことができます。

高校生以上1,500円

中学生以下1,000円

●雨天決行

●当日参加可能

はしかみＹＹクラブ事務局

佐々木　隆治

090-9743-9559

hashikamiyyclub@yahoo.co.jp

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/

3 10/1(日) 第13回階上岳横断ウォーク はしかみＹＹクラブ 青森県階上町 ●潮騒（しおさい）コース(6km)

三陸復興国立公園階上岳の広大な大自然

の「岳コース」、そして日本の原風景を今に

残す「寺下観音コース」さらには階上海岸の

どこまでも続く太平洋の蒼い海が醸し出す

「潮騒コース」と、それぞれに魅力ある３コー

スを用意しておりますので自分の体力に合

わせたコースを選ぶことができます。

高校生以上1,500円

中学生以下1,000円

●雨天決行

●当日参加可能

はしかみＹＹクラブ事務局

佐々木　隆治

090-9743-9559

hashikamiyyclub@yahoo.co.jp

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/

4 10/1（日） 高田大岳登山 自然公園財団十和田支部 青森県十和田市
酸ヶ湯温泉～小岳～高田大岳～谷

地温泉

山頂からの３６０度の眺望は素晴らしく、遠く

は太平洋や陸奥湾を見渡せます。
2,000円 定員10名 自然公園財団十和田支部 http://www.bes.or.jp/information/attach/towada

_2017.

5 10/8（日） おいけん自然観察会
NPO法人奥入瀬自然観光

資源研究会

青森県十和田市奥入瀬

渓流
雲井の流れ～銚子大滝

樹・花・コケ・シダ・きのこなど、遊歩道沿い

の色々なものをゆっくり鑑賞しながら散策す

る。

1,500円 詳細はHP

NPO法人奥入瀬自然観光資源

研究会

0176-23-5866

https://www.oiken.org/

6 10/15（日） 第７回大沢内ため池ウオーキング 中泊町 青森県中泊町 Aコース（12.0km）

秋の東北自然遊歩道と、大沢内ため池の

「湧きつぼ」をウオーキングできるコースで

す。

中・高・大人1,000円、

小学生以下無料
雨天決行

中泊町水産商工観光課

0173-57-2111
http://www.town.nakadomari.lg.jp/

7 10/15（日） 第７回大沢内ため池ウオーキング 中泊町 青森県中泊町 Bコース（7.7km）

秋の東北自然遊歩道と、大沢内ため池の

「湧きつぼ」をウオーキングできるコースで

す。

中・高・大人1,001円、

小学生以下無料
雨天決行

中泊町水産商工観光課

0173-57-2111

8 10/15（日）
家族旅行村創造の森

公民館講座
南部縦貫株式会社

青森県七戸町

東八甲田家族旅行村創

造の森

コース：未定

距離：3～4km

講師を招き、一緒にコースを歩いて山野草

について教えていただく。
無料

七戸南公民館

0176-62-2118

9 10/21(土） 秋の十二湖　３３湖めぐり
白神十二湖エコ・ミュージ

アム

青森県深浦町大字松神

字松神山1-3
約7時間（休憩を含む）

紅葉の十二湖の魅力を満喫できる、３３の

湖沼群をめぐるトレッキング
4,000円

着替え・敷物・軍手・雨

具・水筒・行動食持参

白神十二湖エコ・ミュージアム

0173-77-3113

10 10/22（日） おいけん自然観察会
NPO法人奥入瀬自然観光

資源研究会

青森県十和田市奥入瀬

渓流
銚子大滝～子ノ口

樹・花・コケ・シダ・きのこなど、遊歩道沿い

の色々なものをゆっくり鑑賞しながら散策す

る。

1,500円 詳細はHP

NPO法人奥入瀬自然観光資源

研究会

0176-23-5866

https://www.oiken.org/

11 10/28（土）

～10/29（日）
奥入瀬渓流三里半ウオーク

NPO法人青森県ウオーキ

ング協会

NPO法人あおもり観光誘

客推進協会

青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1,000円
要事前申込

NPO法人青森県ウオーキング

協会

017-735-1154

http://www.eco-oirase.com

12 10/28（土）

～10/29（日）
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

青森県十和田市奥入瀬

渓流

休屋～石ヶ戸～雲井の滝～休屋

（徒歩部分3km）

十和田西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

シャトルバスチケットを

事前にご用意ください

NPO法人十和田奥入瀬郷づく

り大学

0176-72-2780

http://www.eco-oirase.com

13 10/28（土）

～10/29（日）
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

青森県十和田市奥入瀬

渓流

焼山～石ヶ戸～雲井の滝～焼山

（徒歩部分3km）

十和田西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

シャトルバスチケットを

事前にご用意ください

NPO法人十和田奥入瀬郷づく

り大学

0176-72-2780

http://www.eco-oirase.com

14 10/28（土）

～10/29（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

青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

別途シャトルバス料金

が発生します

NPO法人奥入瀬自然観光資源

研究会

0176-23-5866

http://www.eco-oirase.com

15 10/29（日）
三陸ジオパークをめぐる体験型はち

のへジオツアー2017
八戸市 青森県八戸市 蕪島～葦毛崎展望台（2.6km）

種差海岸のジオスポットを巡り、一部トレッ

キングを楽しむツアー。
3,000円

同ツアーの3回開催予

定のうち3回目

八戸市観光課

0178-43-9536
http://www.hachinohe-geo.net/

16 10/29（日）
三陸ジオパークをめぐる体験型はち

のへジオツアー2017
八戸市 青森県八戸市 種差漁港～深久保漁港（2.0km）

種差海岸のジオスポットを巡り、一部トレッ

キングを楽しむツアー。
3,000円

同ツアーの3回開催予

定のうち3回目

八戸市観光課

0178-43-9536
http://www.hachinohe-geo.net/



岩
⼿
県

1 10/7（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
夏油高原スキー場

夏油高原トレッキングコース→夏油

温泉（約5km）

夏油高原紅葉まつり期間中に開催します。

夏油スキー場から横岳をのぼり、丸子峠を

通って夏油温泉へ降りていきます。

2,500円

インタープリターの会事務局

（北上市商業観光課）

0197－72－8241

2 10/14(土)
綾里街道をゆく

みちのく潮風トレイル

三陸鉄道株式会社　綾里

駅
岩手県大船渡市

みちのく潮風トレイル大船渡市コー

ス（綾里峠）

大船渡市の東部、綾里半島の付け根にあ

たる綾里峠を歩きます。お昼には温かい汁

物もご用意しています。

700円

●要事前申込

（ 少催行人数15名）

●弁当持参

三陸鉄道株式会社綾里駅

TEL/FAX0192-42-2541

3 10/15（日）
定例森の観察会

　自然の宝物見つけ隊
指定管理者ＫＯＩＷＡＩ 岩手県滝沢市

20　野鳥観察のみち(3km、森林公

園内)
自然観察会 無料 雨天決行

岩手県滝沢森林公園019-688-

5522

http://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/takizawa_fp/natur

e_c/index.html

4 10/21（土）

釜石市市制施行80周年記念事業

第10回鉄と魚とラグビーのまち

釜石潮騒ウォーク

岩手県ウォーキング協会 釜石市
鈴子広場～鉄の歴史館

（5km/10km）

釜石市街から港が見える丘までの坂道や

海の香りがする岸壁をゆっくり歩くコースで

す。

一般300円、

中学生以下無料
雨天決行

釜石市ウォーキング協会（090-

2279-1064）

5 10/21（土） 平成29年度秋季自然観察会
宮古市・日本野鳥の会宮

古支部
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：市民

●申込受付：10/2(月)か

ら先着15名

●雨天中止

宮古市市民生活部環境課

0193-68-9078

0193-63-9123

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

6 10/21（土） 千貫石の森を歩こう会 ㈲小沢興業（指定管理者）
金ケ崎町西根千貫石地

内
千貫石森林公園内園路　約6㎞

千貫石ため池の外周を紅葉を楽しみながら

歩きます。
1,000円 小雨決行、荒天延期

㈲小沢興業（指定管理者）

℡0197-44-3682
http://www.ozawakougyou.co.jp/

7 10/21（土）
環境学習講座「もりおか近郊自然歩

道を散策しようin朝島山
盛岡市（環境企画課） 岩手県盛岡市

大ヶ生・朝島山コース（３㎞ほどの登

山道）

登⼭を通して，⾝近な⾃然を体感し，郷
⼟への愛着を深めてもらうことで環境保
全の⼤切さを考える契機とする。

28円

（保険料）

●要事前申込

●小雨決行

盛岡市環境企画課

019-626-3754
http://www.city.morioka.iwate.jp/

8 10/22（日）

三陸ジオパーク・ジオポイントを見学

しよう

本州 東端　魹ケ崎・魹ケ埼灯台

宮古市観光港湾課 宮古市重茂地区
魹ヶ崎自然歩道

（3.8km）

本州 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

●対象：市民

●先着20名

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/

9 10/22（日） ノルディックウォーキング教室 指定管理者ＫＯＩＷＡＩ 岩手県滝沢市
20　野鳥観察のみち(3km、森林公

園内)
ノルディックウオーキング

無料

（レンタルポール500円）
少雨決行

岩手県滝沢森林公園

019-688-5522

http://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/takizawa_fp/natur

e_c/index.html

10 10/22（日） 夏油高原うさぎ森紅葉トレッキング
夏油高原インタープリター

の会
夏油高原スキー場

夏油高原スキー場→兎森山→ス

キー場（約4km）

夏油高原紅葉まつり期間中に開催します。

夏油スキー場から兎森山を通ってスキー場

へ降りていきます。

2,500円

インタープリターの会事務局

（北上市商業観光課）

0197－72－8241

11 10/22（日） 三角沼ハイキング 夏油高原山楽会 水上温泉山照園
大平駐車場→三角沼→大平駐車場

（往復約8km）

夏油高原紅葉まつり期間中に開催します。

夏油高原スキー場へ向かう途中にある林道

から三角沼へ向かいます

1,000円

夏油高原山楽会事務局（水神

温泉山照園）

0197-73-6675

12 10/28(土) 浄土ヶ浜しぜんかんさつかい秋
浄土ヶ浜ビジターセンター

運営協議会

岩手県宮古市日立浜町

（浄土ヶ浜園地内）

浄土ヶ浜園地内の自然歩道（約1

㎞）

紅葉や木の実など「秋」を観察しながら浄

土ヶ浜周辺の自然歩道を巡ります。
100円

浄土ヶ浜ビジターセンター

0193-65-1690
http://jodogahama-vc.jp/

13 10/28（土）
目指せ！森の達人講座

秋の種山ウォーキング

すみた森の案内人の会・

住田町教育委員会
種山ヶ原森林公園 種山ヶ原森林公園内

秋の種山を散策し、自然に親しむ。各種工

作(草木染め・リース作り)

1,000円

(コースにより＋800円）

住田町教育委員会

0192-46-3863

14 10/28（土） シェアリングネイチャー 指定管理者ＫＯＩＷＡＩ 岩手県滝沢市
20　野鳥観察のみち(3km、森林公

園内)
自然観察会 無料

雨天会場：ネイチャーセ

ンター内

岩手県滝沢森林公園

019-688-5522

http://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/takizawa_fp/natur

e_c/index.html

宮
城
県

1 10/1（日）
みちのく潮風トレイル開通記念イベン

ト第2弾
唐桑町観光協会 宮城県気仙沼市

みちのく潮風トレイル気仙沼市コー

ス（唐桑半島北西部）

みちのく潮風トレイル気仙沼市区間の開通

記念イベント第2弾。山あり海ありの唐桑半

島をトレッキングした後、ゴールの早馬神社

ではカキ祭りが開催されています。

1,500円 要事前申込
唐桑町観光協会

TEL/FAX 0226-32-3029

⼭
形
県

1 10/7(土)

10/8(日)
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

東北自然歩道･月山とお花畑をめぐ

るみち（2km）

色とりどりに染まる植物の変化を楽しむこと

ができます。
700円 悪天候時中止

月山ビジターセンタ－

0235-62-4321
http://gassan.jp/

2 10/22(日) 虚空蔵山トレッキング
月山ビジターセンター運営

協議会
新潟県村上市 虚空蔵山

村上市にある虚空蔵山の西駐車場から山

頂を目指します。
2,000円 悪天候時中止

月山ビジターセンタ－

0235-62-4321
http://gassan.jp/

3 10/29(日) 紅葉の高瀬峡トレッキング
月山ビジターセンター運営

協議会
山形県遊佐町 高瀬峡

遊佐町の高瀬峡をゆっくり滝を見ながらト

レッキングします。
1,500円 悪天候時中止

月山ビジターセンタ－

0235-62-4321
http://gassan.jp/

福
島
県

1 10/21(土)
紅葉の裏磐梯レンゲ沼・中瀬沼ハイ

キング
東北地方環境事務所 福島県北塩原村 レンゲ沼・中瀬沼探勝路（2km)

レンゲ沼・中瀬沼探勝路を散策しながら、秋

の裏磐梯で見られる動植物の様子を観察し

ます。

300円 事前申込必要
裏磐梯自然保護官事務所

0241-32-2221

2 10/21(土)
うつくしま・みずウオーク2017

源流の郷・西郷大会

うつくしま・みずウオーク西

郷大会実行委員会
福島県西郷村 ①「甲子」10kmコース パワースポット「剣桂」を通るコースです。

一般予約：700円

民友ゆうゆう倶楽部会

員：600円

中学生以下：300円

未就学児：無料

当日参加は各200円増

し

福島民友新聞社事業局事業

部：

024-523-1334

http://minyu-net.com/event/sports/mizu/



3 10/21(土)
うつくしま・みずウオーク2017

源流の郷・西郷大会

うつくしま・みずウオーク西

郷大会実行委員会
福島県西郷村 ②「雪割橋」6knコース

西郷村が誇る絶景の雪割橋を渡るコースで

す。

一般予約：700円

民友ゆうゆう倶楽部会

員：600円

中学生以下：300円

未就学児：無料

当日参加不可

福島民友新聞社事業局事業

部：

024-523-1334

http://minyu-net.com/event/sports/mizu/

4 10/21(土)
うつくしま・みずウオーク2017

源流の郷・西郷大会

うつくしま・みずウオーク西

郷大会実行委員会
福島県西郷村 ③「まなぶん」2kmコース

小・中学生とその保護者を対象に、自然環

境などについて学びながら歩きます。

一般予約：700円

民友ゆうゆう倶楽部会

員：600円

中学生以下：300円

未就学児：無料

当日参加不可

福島民友新聞社事業局事業

部：

024-523-1334

http://minyu-net.com/event/sports/mizu/


