
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
北
海
道

1
10/1(日)～

10/9(月祝)
自然観察講座 層雲峡ビジターセンター

北海道上川郡上川町層

雲峡
黒岳沢

黒岳沢沿いで見られる紅黄葉や自然湧出し

ている温泉などを観察
無料

●1日2回開催

●小中学生は保護者同

伴

層雲峡ビジターセンター01658-

9-4400
http://sounkyovc.net/

2 10/7(土) 木の実・草の実のヒミツをさぐろう

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
森を歩いて色々な木や草の実を探し、植物

が子孫を残すためのヒミツをさぐります。
無料

●受付中

●先着40名

北海道博物館

011－898－0500
http://www.kaitaku.or.jp/nfpvc.htm

3 10/12(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

4 10/14（土）
ヒメマスふ化場見学と紋別岳自然観

察会♪

支笏湖自然保護官事務

所、共催：千歳市市民環境

部環境課自然環境係

紋別岳、ヒメマスふ化場
支笏湖自然保護官事務所～紋別岳

を往復（往復約12km）

自然解説をしながら紋別岳の山頂を目指

し、下山後はヒメマスふ化場の見学を行い

ます。

無料 荒天中止
支笏湖自然保護官事務所

0123-25-2350

5 10/22（日）
平成29年第3回くっちゃん

フットパスウォーキング
羊蹄を楽しみ隊 北海道虻田郡倶知安町

支笏洞爺国立公園　半月湖畔遊歩

道等（3.3km）

秋深まる半月湖を一周し自然とふれあいな

がら地域の魅力を再認識します
200円 各自飲み物、弁当持参

北海道後志総合振興局建設指

導課（まちづくり）

フェイスブック「えーぞしりべし」等

https://www.facebook.com/Ezo.Shiribeshi

6 10/28（土） 猿留山道を歩く会
猿留山道を歩く会実行委

員会
えりも町目黒 猿留山道

江戸幕府の公金で開削された、蝦夷地 初

の山道である猿留山道を、日高南部の自然

と歴史を楽しみながら歩く。

有料

（未定）

えりも町郷土資料館

01466-2-2410
http://www.town.erimo.lg.jp/horoizumi/

7 10/28（土） 紅葉を巡る散策会 NPO法人トカプチの森 池田町 じゅんの森 散策コース(3km) 徒歩で森の中をゆっくり散策
300円

(ピザ焼き体験付き)

事務局

0155-27-3161
www.tokapchi-forest.jp

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/

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 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/

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/

静
岡
県

1 10/22(日) 小笠山自然観察会 小笠山を愛する協議会 小笠山 小笠山自然歩道
与左衛門池、ドンドン隧道、マスラノ池周辺

を散策しながら自然観察
無料 －

代表　中山

090-8862-0533
なし

愛
知
県

1 10/15(日)
第３６回　全国・自然歩道を歩こう大

会　愛知県大会

愛知県、愛知県ウオーキ

ング協会（共催）
愛知県瀬戸市内 東海自然歩道ほか（13km）

瀬戸市内の歴史・文化と豊かな自然を巡る

ウォーキング大会を開催します。
無料

少雨決行（要問い合わ

せ）

愛知県環境部自然環境課

052-954-6227

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/arukou-

20171015.html

三
重
県

1 10/21(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

ともやま公園(三重県志

摩市)
ともやま公園内歩道

松の木が多いともやま公園は、キノコの観

察が楽しめる場所です。この日は岩出菌学

研究所の先生をお招きし、キノコについて解

説をしていただきます。

大人200円、

小学生100円

保険加入(死亡300万

円、入院4,500円/日、通

院1,500円/日)

横山ビジターセンター

0599-44-0567
http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/

⼤
阪
府

1 10/7（土）
みんなでワイワイ

栗ひろいハイキング
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

7km）
林道ハイキング、栗ひろい、自然観察

大人1,000円、

小学生以下700円

●要事前申込

　（受付9/6～10/4）

●先着50名・申込み

泉南市観光協会案内所

TEL：072-493-8948
http://welcome-sennan.com/

2 10/15（日） きのこウォッチング
交野市立いきものふれあ

いセンター
大阪府交野市 かいがけの道～傍示の里（7km）

キノコを観察し、名前を調べたり、自然界で

の役割を学びます。
無料

交野いきものふれあいセンター

072-893-6520

http://www.city.katano.osaka.jp/docs/201106140006

5/

3 10/19（木）
自然に親しむ探検講座

「いばきたの秋の草花を観察ハイク」
茨木市 大阪府茨木市 泉原、忍頂寺、下音羽(5km)

ハイキングをしながら、秋の草花を観察しま

す。
無料

●要事前申込

●弁当持参

茨木市産業環境部環境政策課

072-620-1644

4 10/22（日） 秋の山野草ウォッチング
交野市立いきものふれあ

いセンター
大阪府交野市 くろんど園地～傍示の里（7km） 山野草の観察、自然保護の大切さを学ぶ 無料

交野いきものふれあいセンター

072-893-6520

http://www.city.katano.osaka.jp/docs/201106140006

5/

5 10/26（木）
里山大好き観察会

木の実ウォッチング
交野みどりネット 大阪府交野市 くろんど園地～傍示の里（6.5km） 色づいた木の実を観察して歩きます。 無料

交野市環境衛生課

072-892-0121
http://midorinet.main.jp/event/

兵
庫
県

1 10/12(木) 毎月12日は「イチニ、イチニ」と歩く日
伊丹水とみどりのネット

ワークの会
兵庫県伊丹市 駄六川コース(約5.7km) 無料 雨天中止

伊丹市みどり自然課

072-780-3521

http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MIDORI/

mizutomidorinonetwork.html

2
10/14（土）

10/15（日）

六甲山・摩耶山

山フェスタ2017・秋

六甲摩耶観光推進協議会

／近畿地方環境事務所
兵庫県神戸市 展覧台～1時間のコース（約4km）

初心者でも楽しめる散歩感覚の山上ミニハ

イキング
無料

●事前申込

●各回定員20名

六甲山大学事務局

078-362-2983
http://653daigaku.com/

3 10/22(日) 氷ノ山紅葉登山フェスティバル 氷ノ山鉢伏観光協会 兵庫県養父市 氷ノ山登山コース(12.1km)
兵庫県 高峰の山、氷ノ山での紅葉を楽し

む

当日1,200円

宿泊込10,000円
079-667-3113

奈
良
県

1 10/15（日） 大台ヶ原自然観察ハイキング
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( 短3.8km～

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)

●定員20名(先着順)

●小学生以上（小学生

は保護者同伴）

環境省吉野自然保護官事務所

(小川)

0746-34-2202

http://kinki.env.go.jp/to_2017/post_82.html

2 10/21(土) 二上山ダイトレ・ウｵーク2017
ダイヤモンドトレール活性

化実行委員会

奈良県香芝市

大阪府太子町

秋の二上山をめぐる歴史･展望コー

ス

奈良県香芝市から二上山雌岳山頂を目指

し、二上山万葉の森を通って太子町へと向

かうコースをご案内します。

300円

●事前申込

●小雨決行

●弁当持参

大阪府南河内農と緑の総合事

務所 地域政策室

0721-25-1131(内線272)

http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_inde

x/index.html

3 10/29(日) 香芝ウｵーク2017 香芝市商工振興課 奈良県香芝市
相撲ゆかりの地と路地裏を巡るウ

ｵーク(約8.2km）

二上駅をスタートし、市内に残る相撲ゆかり

の地や景勝地を巡ります。
無料

●当日参加

●小雨決行

香芝市商工振興課

0745-44-3312
http://www.city.kashiba.lg.jp

和
歌
⼭
県

1 10/15（日） 筏師の道ウォーキング 北山村 和歌山県北山村
近畿自然歩道・北山峡筏師のみち

の一部（約5.5km）

2,000円

(弁当・温泉入浴券付き)

●北山村観光センター

9:00集合

●定員10名

北山村観光センター

0735-49-2324
http://www.vill.kitayama.wakayama.jp/

2 10/21（土） 第7回大辺路街道踏破ウォーク
串本アウトドアフェスティバ

ル実行委員会
和歌山県串本町 JR田並駅～JR串本駅（約11km）

世界遺産飛渡谷道を含む約11kmを語り部と

一緒に歩きます。

2,000円

(語り部料、傷害保険料

含む)

●JR田並駅9:30集合
古座観光協会

0735-72-0645
http://kokoza.com/

3 10/22（日）
自然観察教室

「秋のひき岩群を歩こう」
田辺市

和歌山県田辺市

ひき岩群国民休養地

赤とんぼやアケビなど秋の生物や植物を観

察することができます。
無料 小雨決行 ふるさと自然公園センター

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-

nittei.html

4 10/29（日）

平成29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
和歌山県和歌山市・大

阪府岬町

近畿自然歩道・孝子紀和修験のみ

ちの一部（約6km）

平井峠から孝子まで歩き、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：11/19(日)

和歌山市スポーツ振興課

073-435-1364

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 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/

福
岡
県

1 10/25（水） 秋の自然観察と山登り
（公財）おおのじょう緑のト

ラスト協会
福岡県大野城市牛頸山 牛頸ルート（6km弱）

牛頸山（標高448m）を、植物や動物の専門

家と一緒に自然観察しながら登ります。
無料

●要事前申込

●先着20人
TEL：092-915-5550 http://www.green-onojo.jp/

⻑
崎
県

1 10/8(日) 将冠岳トレッキング 九十九島ビジターセンター 弓張公園ほか 弓張岳～将冠岳（約8km） 秋ならではの自然を観察しながら歩く。 300円 0956-28-7919 http://www.kujukushima-visitorcenter.jp

2 10/14(土) 眉山登山会
平成新山ネイチャーセン

ター
長崎県　島原市　眉山 眉山登山道 眉山登山道を歩く。

大人600円

小学生400円

●定員10名

●雨天中止

平成新山ネイチャーセンター

0957-63-6752
http://heiseinc.com/

5 10/29（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

長崎県五島市

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。

30円

(保険料)

●9:30集合

●弁当持参

鐙瀬ビジターセンター

0959-73-6955

熊
本
県

1 10/8（日） 高森殿の杉と史跡等を訪ねて

九州地方環境事務所阿蘇

くじゅう国立公園管理事務

所

熊本県阿蘇郡高森町
高森殿の杉～含蔵禅寺～角宮

（8.2km）

自然歩道沿いの高森殿の杉などを巡り、力

をもらい、文化を学べるコースを歩きます。
100円

●10:00～15:00

●定員30人

阿蘇くじゅう国立公園管理事務

所

0967-34-0254

http://kyushu.env.go.jp/

⼤
分
県

1 10/22(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

宮
崎
県

1 10/22(日) 秋の池めぐり自然観察会
自然公園財団えびの支

部」
えびの高原 池めぐり自然探勝路

池めぐり自然探勝路でカエデやヤマウル

シ、ナナカマドなどの紅葉、色づいた木

の実、野鳥など、秋の自然観察会を行い

ます。

100円(保険代）

別途駐車料金：

普通乗用車500円

雨天中止

えびのエコミュージアムセン

ター

0984-33-3002

⿅
児
島
県

1 10/15(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。
100円 雨天決行

鹿児島地区PVの会（代表：上

野）

090-3665-7277

2 10/28(土) 紅葉の栗野岳を歩こう
九州地方環境事務所（え

びの自然保護官事務所）
鹿児島県姶良郡湧水町 約5.6㎞

植生豊かな栗野岳で紅葉を楽しみながら自

然観察をします。
300円(保険料等)

要事前申込み

(定員20名)

えびの自然保護官事務所

（0984-33-1108）


