
平成29年度「全国・⾃然歩道を歩こう⽉間」実施⾏事⼀覧(11/1以降）

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 11/5(日) 秋山登山企画 船上山少年自然の家 東伯郡琴浦町
滝登りコース（3.5km）または西

坂コース（4.5km）

紅葉まぶしく、秋風爽やかな船上山を家族

で満喫！参加者同士で励まし合い、頂上を

めざそう！

1,000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/

2 11/18(土) 秋の野鳥観察会 大山自然歴史館 西伯郡大山町

コース：大山自然歴史館～大

神山神社奥宮～元谷～治山

道路～中の原スキー場～昼

食

晩秋のブナ林で、野鳥は冬を前に盛んに活

動しています。

専門の指導員と一緒に散策し、大山寺周辺

のブナ林で生活している野鳥を観察しましょ

う。

未定 先着20名
大山自然歴史館

TEL:0859-52-2327

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

12/

広
島
県

1 11/1（水） カメラを持って野呂山を歩こう！ 国民宿舎 野呂高原ロッジ 広島県呉市川尻町野呂山
野呂山コース

(4.5km)

野呂山の魅力を歩きながら写真に収めてい

く。

2,500円

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

2 11/23（木祝） 野呂山縦走登山 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→広コース

（11km）

ヒノキ林や落葉樹林等野呂山の自然を存分

に体験できる。

1,000円

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

3 12/3（日） 野呂山忘年登山 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

(4.5km)

絶景の瀬戸内海の眺望と参加者の親睦を

兼ねる。

3,000円

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

⼭
⼝
県

1
11月～3月

毎月第1日曜日
霜降山月例山行 NPO法人霜降会 山口県宇部市

月替わりで、山のふもとの5ヵ

所を順に出発点とする、霜降

山山系をめぐるコース(平均

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 11/25（土）
てくてくまち歩き「宇部にもこん

な美しい海岸線が！」
NPO法人霜降会 宇部市　東岐波 距離　約5km

山口医療センターから波雁ヶ浜あたりの海

岸線ビュースポットを巡ります。
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/

3 12/2（土）
JRふれあいウォーク　　　　　長

門湯本おとずれ散策

長門市観光コンベンション

協会
山口県長門市

長門湯本駅～温泉街～大寧

寺(約8km)

音信川ぞいに広がる湯のまち・長門湯本温

泉の歴史や文化を訪ね歩きます。
500円 小雨決行

長門市観光コンベンション協会

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

4 12/9（土）
てくてくときわ公園「ミコアイサを

探そう！」
NPO法人霜降会 宇部市　ときわ公園 距離　約2km

潜水する さまざまな野鳥を双眼鏡で覗きな

がら巡ります。
無料

●雨天決行

●詳細は主催者HPで）

ときわ公園管理課

0836-54-0551
http://www001.upp.so-net.ne.jp/shimofurikai/

5 2/25（日）

JRふれあいウォーク　　　　　戦

国武将・大内義隆の辿った道を

歩く

長門市観光コンベンション

協会
山口県長門市

長門市駅～大寧寺（湯本）　約

9km

戦国武将・大内義隆が辿ったとされる赤関

街道・北道筋を歩き、終焉の地大寧寺へ。
500円 小雨決行

長門市観光コンベンション協会

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

⾹
川
県

1 11/5（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)
初冬の五色台の森を歩き、冬のおとずれを

感じる。
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 11/6(月)
月曜ハイキング

遍路道を歩く
高松市ハイキング協会 長尾寺から大窪寺(14km)

長尾寺から前山ダムを通り女体山より大窪

寺

高松市ハイキング協会

090-7143-4160

3 11/23(木祝) キャッチ・ザ・自然 かがわ自然観察会 本宮山 4km
秋本番を迎えた里山を登り、里山の良さを

感じる。
200円

●ハガキまたはメール

にて申込

●持ち物：野外活動が

できる服装、水筒、帽

子、タオル、軍手

坂出市富士見町1丁目8番25号 http://www.geocities.jp/kagawa_shizen/

4 11/25(土)

～11/26(日)
屋島で秋を探そう 屋島少年自然の家 屋島少年自然の家 遍路道(8km)

小学校低学年と保護者がカッター活動やク

ラフト活動を行い屋島の秋を楽しみます。
未定 087-843-4545

http://www.pref.kagawa.lg.jp//content/etc/subsite/y

asho

5 11/26(日)
日曜ハイキング

大川山に登る
高松市ハイキング協会 綾川町(14km) 綾川町柏原口から塩江町安原まで

高松市ハイキング協会

090-7143-4160

6 12/3(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) 五色台の森の紅葉を楽しみながら、歩く。 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/

7 1/20(土)

～1/21(日)
ウィンターチャレンジイン屋島 屋島少年自然の家 屋島少年自然の家 遍路道(8km)

小学校高学年がクラフト活動やハイキング

を行い屋島の冬を楽しみます。
未定 087-843-4545

http://www.pref.kagawa.lg.jp//content/etc/subsite/y

asho

愛
媛
県

1 11/12(日)
自然観察会

「秋の高縄山を歩く」

松山市都市環境学習セン

ター
高縄山 山頂付近の遊歩道 高縄山の植物などを観察しながら歩く 無料

要事前申込

10/1～10/29

松山市都市環境学習センター

TEL・FAX 089(911)0250
http://toshikan.org/

⾼
知
県

1
12/30(土)

～1/1(月祝)

第38回初日の出 徒歩ホステリ

ング

高知県ユースホステル協

会
高知市から室戸市

高知市→安芸市→室戸市

（88km)
AM6：30　中央公園集合

一般21,500円、

中学生以下20,500円

●電話・FAXにて問い合

わせ。募集要項を送りま

す。

●小雨決行

高知県ユースホステル協会

TEL：088-800-1277

FAX：088-800-1278


