
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
北
海
道

1 11/5(日) 秋のありがとう観察会
野幌森林公園自然ふれあ

い交流館
北海道江別市

ふれあいコース→瑞穂連絡線

(4km)

桂コース→大沢コース(3.7km)

森への日頃の感謝の気持ちを込め、ゴミ拾

いしながらゆっくりと散策します。
無料 当日受付

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

2 11/19（日） 地形を見て歩く！湿原探索
釧路湿原国立公園連絡協

議会
北海道鶴居村 温根内ビジターセンター周辺

湿原周辺の「地形」にスポットを当てて散策

します。
無料 要事前申込

温根内ビジターセンター

0154-65-2323
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

3 2/10（土） 釧路湿原フィールドウォッチング
釧路湿原国立公園連絡協

議会
北海道標茶町 シラルトロ湖・蝶の森周辺

雪のフィールドを散策して、釧路湿原の自然

や遺跡を観察します。
無料 要事前申込

塘路湖エコミュージアムセン

ター

015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

4 2/11（日） 歩くスキーで湿原ハイク
釧路湿原国立公園連絡協

議会
北海道鶴居村 温根内ビジターセンター周辺

雪の積もった湿原と周辺の森を歩くスキー

で楽しみます。
無料 要事前申込

温根内ビジターセンター

0154-65-2323
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

5 3/3（土） 塘路フィールドウォッチング
釧路湿原国立公園連絡協

議会
北海道標茶町

塘路湖エコミュージアムセン

ター周辺

雪のフィールドを散策して、塘路の自然や遺

跡を観察します。
無料 要事前申込

塘路湖エコミュージアムセン

ター

015-487-3003

http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

6 3/4（日） 湿原の裏山でスノーシューハイク
釧路湿原国立公園連絡協

議会
北海道鶴居村 温根内ビジターセンター周辺

温根内ビジターセンターの裏山を散策し、植

物などを観察します。
無料 要事前申込

温根内ビジターセンター

0154-65-2323
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/

岩
⼿
県

1 11/11(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

2

12/17(日)、

1/21(日)、

2/18(日)、

3/18(日)

定例森の観察会 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・降雪決行

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

3 1～2月予定 スノーシュートレッキング 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)
雪上ならではの観察会 無料 降雪決行

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

栃
⽊
県

1
11/1（水）

～11/5（日）

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/

2
11/11（土）

11/12（日）

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/

3
11/18（土）

11/19（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）

観察散策ハイキング　晩秋の森に季節の移

ろいを探しに

大人500円

小学生250円

●要事前申込(10/16～

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/

群
⾺
県

1 11/19（日） 八塩温泉とっちゃなげハイク 藤岡市観光協会鬼石支部 群馬県藤岡市 桜山コース（約11km）
冬桜と紅葉の中でハイキングを楽しんだ

後、八塩温泉で疲れを癒します
1,000円 要事前申込

藤岡市にぎわい観光課

0274-52-3111
http://www.city.fujioka.gunma.jp

埼
⽟
県

1 11/11(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)

健康長寿（樹）コース

距離11.3km、約 3時間

薬師如来や庶民の健康に尽力した医聖ゆ

かりの地、古木や立派な大木がそびえるハ

イキングスポットをめぐる。

無料
越生町　産業観光課

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

2 12/9(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)

野末張見晴台コース

距離12.9km、約 4時間

関東の山々や東京スカイツリーなども望め

る野末張見晴台を目指すコース。後半は名

刹・龍穏寺でおごそかな気分に。

無料
越生町　産業観光課

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

3 1/4(木)
第34新春武蔵越生

七福神めぐり
越生町 越生町 約13km

毎年恒例の健康づくりと招福、長寿、蓄財を

祈願して歩く自然豊かなハイキングコースで

す。

無料 当日申込
越生町　産業観光課

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

神
奈
川
県

1 11/7(火) 紅葉の箱根路を訪ねて

箱根地域自然に親しむ運

動実行委員会(開催担当：

環境省箱根自然環境事務

所)

神奈川県足柄下郡箱根町

恩賜箱根公園～旧東海道杉

並木～お玉が池～石仏群と

歴史館(3.5km)

旧街道石畳や歴史深い池などとともに秋の

草花や実りなどを観察します。

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 11/16（木） 森林セラピー®体験
厚木市森林セラピー基地

推進協議会

神奈川県

厚木市

「関東ふれあいの道-⑪巡礼

峠のみち」の一部コースを利

用

森林浴ハイキングの後に温泉入浴し、心身

をリフレッシュ
1,000円

●定員20人（先着）

●事前申込（開催日1ヵ

月前から電話受付）

(一社)厚木市観光協会

℡046-240-1220

東丹沢七沢観光案内所

℡046-248-1102

【あつぎ観光なびHP】

http://www.atsugi-kankou.jp/forest-therapy.html

【厚木市HP】

http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kankou/iyashi/th

erapy/d021413.html



3 11/24（金） 箱根の冬鳥観察会

箱根地域自然に親しむ運

動実行委員会(開催担当：

（公財）神奈川県公園協

会)

神奈川県足柄下郡箱根町 恩師箱根公園(1km)
芦ノ湖周辺で冬鳥観察。紅葉の箱根の自然

の中でバードウォッチングに出かけます。

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/

4 2/22（木） 森林セラピー®体験
厚木市森林セラピー基地

推進協議会

神奈川県

厚木市

「関東ふれあいの道-⑪巡礼

峠のみち」の一部コースを利

用

森林浴ハイキングの後に温泉入浴し、心身

をリフレッシュ
1,000円

●定員20人（先着）

●事前申込（開催日1ヵ

月前から電話受付）

(一社)厚木市観光協会

℡046-240-1220

東丹沢七沢観光案内所

℡046-248-1102

【あつぎ観光なびHP】

http://www.atsugi-kankou.jp/forest-therapy.html

【厚木市HP】

http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kankou/iyashi/th

erapy/d021413.html

5 3/23（金） 自然散策ウォーク④
社会教育課

伊勢原南公民館

神奈川県

伊勢原市
矢倉沢往還と吾妻山

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

℡0463-92-1210
なし

富
⼭
県

1 2/4(日) 冬の森の中を探検
(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
雪中を散策し、冬の動植物を観察します 300円 定員30名

森林科学館

0763-37-1540
http://www.bgtym.org/ranjyounomori/

⽯
川
県

1

11/3（金祝）

11/4（土）

11/5（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

11/3（金祝）

11/4（土）

11/5（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

11/3（金祝）

11/4（土）

11/5（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

11/3（金祝）

11/4（土）

11/5（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

11/25（土）

～5/5（土）

の積雪時

ブナオ山観察舎かんじきハイク
石川県白山自然保護セン

ター
石川県白山市尾添 ブナオ山観察舎周辺

かんじきを履いて雪山を歩き、冬の自然を

観察します。
無料

10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
12/9(⼟)〜
10(⽇)

ヤドカリ学級
(海藻もち体験)

のと海洋ふれあい
センター

鳳珠郡能登町越坂
（のと海洋ふれあいセ
ンター）

乾燥海藻⼩⽚を使ってクリスマス
カードを作ります。その後、能登少
年⾃然の家に宿泊し、翌朝朝⾷後、
塩作りと餅つき体験を⾏い、昼⾷に
つきたてのお餅をいただきます。

１泊３⾷2,210円
（1,910円は能登少
年⾃然の家の経費）

のと海洋ふれあいセン
ター
0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

7
1/4（木）

～1/10（水）
冬のブナオ　雪遊びdays

石川県白山自然保護セン

ター
石川県白山市尾添 ブナオ山観察舎周辺

かんじきを使って、ブナオ山観察舎周辺の

自然を観察します。雪の滑り台も体験できま

す。

無料
10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

8 2/18（⽇）
ヤドカリ学級
（海藻押し葉をつくろう）

のと海洋ふれあい
センター

のと海洋ふれあいセン
ターと能登少年⾃然の
家との協働事業です。

磯で採集した海藻を使って海藻押し
葉をつくり、後⽇郵送します。

300円
⾼校⽣以上は、⼊館
料200円必要です。

のと海洋ふれあいセン
ター
0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

9 3/11（⽇）
ヤドカリ学級
（春の海藻をみてみよう）

のと海洋ふれあい
センター

鳳珠郡能登町越坂
（のと海洋ふれあいｾﾝ
ﾀｰ）

能登の伝統的な⾷⽤海藻や、近年利
⽤されるようになった海藻の解説を
⾏います。試⾷も⾏います。

300円
⾼校⽣以上は、⼊館
料200円必要です。

のと海洋ふれあいｾﾝﾀｰ
0768-74-1919

http://notomarine.jp/index.html

⼭
梨
県

1 11/5(日) 山中湖エコウォーク 山中湖村 山中湖村 大洞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

⻑
野
県

1
9/19(火)

～9/30(土)

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/

2 9月中 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/

3
11/1(水)

～11/5(日)

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/



4
11/1(水)

～11/5(日)
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/

岐
⾩
県

1 11/4(土)
中山道往来

～なかせんどううぉーく～

中山道 御嶽宿・細久手宿

ウォーキング実行委員会

御嶽宿さんさん広場（岐阜県

御嵩町）

細久手公民館（岐阜県瑞浪

市）

中山道

御嶽宿・細久手宿　(11.8km)

東海自然歩道と中山道の重複区間の内、

昔ながらの面影を残す11.8㎞を歩くイベント

です。

無料
歩きやすい服装でお越

しください。

御嵩町役場　まちづくり課

0574-67-2111
https://www.gifu-mitake.com

2 1/20(土)
飛騨高山・山の自然学校

（平成２９年度第６回）
高山市

原山市民公園

（岐阜県高山市新宮町）

雪に覆われた冬の里山をスノーシューを

使って歩き、動物の足跡や樹木等を観察す

る。

無料
環境政策推進課

0577-35-3533

http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000024/100

0130/1001304/1001308.html

3 2月頃
乗鞍山麓五色ヶ原の森

冬山ツアー（予定）
高山市

乗鞍山麓五色ヶ原の森周辺

（岐阜県高山市丹生川町久

手）

五色ヶ原の森周辺の山中をスノーシューを

使って散策し、自然観察や青垂れ滝の眺望

を見る。

有料（予定） 詳細については企画中
環境政策推進課

0577-35-3533
未定

三
重
県

1 11/18(土) 南伊勢町の秋を訪ねるウォーク
伊勢志摩国立公園自然ふ

れあい推進協議会
南伊勢町阿曽浦(三重県) 大方竈・阿曽浦周辺

広大な自然と、ロマンに満ちた歴史が魅力

の南伊勢町の秋を訪ねます。

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/

京
都
府

1 11/3（金祝）
第18回美山かやぶきの里ワン

デーマーチ

第18回美山かやぶきの里

ワンデーマーチ実行委員

会

京都府南丹市 3㎞
懐かしいふるさとの原風景を満喫できるコー

ス

大人1,000円

(1,500円)

中学生以下無料

実行委員会事務局

(南丹市美山支所地域推進課)

電話0771-68-0040

2 11/3（金祝）
第18回美山かやぶきの里ワン

デーマーチ

第18回美山かやぶきの里

ワンデーマーチ実行委員

会

京都府南丹市 12㎞
懐かしいふるさとの原風景を満喫できるコー

ス

大人1,000円

(1,500円)

中学生以下無料

実行委員会事務局

(南丹市美山支所地域推進課)

電話0771-68-0040

3 11/3（金祝）
第18回美山かやぶきの里ワン

デーマーチ

第18回美山かやぶきの里

ワンデーマーチ実行委員

会

京都府南丹市 18㎞
懐かしいふるさとの原風景を満喫できるコー

ス

大人1,000円

(1,500円)

中学生以下無料

実行委員会事務局

(南丹市美山支所地域推進課)

電話0771-68-0040

⼤
阪
府

1 11/3（金祝）
みのお山とみどりのフェスティバ

ル

NPO法人みのお山麓保全

委員会、箕面市
大阪府箕面市

自然素材を使った工作や体験コーナー、活

動写真の展示、山麓ファンド募金、音楽ス

テージ等

無料 072-724-3615

2 12/10（日） 生物多様性研究フォーラム
NPO法人みのお山麓保全

委員会、箕面市
大阪府箕面市

生物多様性の恵みを理解するためのお話

や、生態系の保全と再生のための活動の紹

介等

無料 072-724-3615

兵
庫
県

1 11/12(日)
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

伊丹スカイパークコース(約

6.2km)
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 11/19(日） 摩耶古道ウォーク 兵庫県神戸県民センター 兵庫県神戸市灘区 自然観察Aコース（約4.5km）
ガイドの案内により自然観察を行いながら

摩耶古道を歩きます。
無料

●要事前申込

●雨天順延（11/26）

(株)神戸新聞事業社　摩耶古

道ウォーク受付係

TEL: 078-862-8611（平日10時

～17時）

https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/kobe/index.ht

ml

3 11/19(日） 摩耶古道ウォーク 兵庫県神戸県民センター 兵庫県神戸市灘区 自然観察Bコース（約3.5km）
ガイドの案内により自然観察を行いながら

摩耶古道を歩きます。
無料

●要事前申込

●雨天順延（11/26）

(株)神戸新聞事業社　摩耶古

道ウォーク受付係

TEL: 078-862-8611（平日10時

～17時）

https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/kobe/index.html

4 11/19(日） 摩耶古道ウォーク 兵庫県神戸県民センター 兵庫県神戸市灘区 歴史散策コース（約3.5km）
摩耶古道の歴史についてガイドのお話を聞

きながら歩きます。
無料

●要事前申込

●雨天順延（11/26）

(株)神戸新聞事業社　摩耶古

道ウォーク受付係

TEL: 078-862-8611（平日10時

～17時）

https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/kobe/index.html

5 12/12(火)
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 みなみコース (約6.1km) 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

6 1/12(金)
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 緑道コース(約4.3km) 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

7 2/12(月)
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 大坂道コース(約2.6km) 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

8 3/12(月)
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 天王寺川コース(約4.6km) 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

奈
良
県

1 11/23（木祝）

吉野熊野国立公園山の日記念

トレッキング

～紅葉の吉野山編～

近畿地方環境事務所 奈良県吉野町　吉野山

近畿自然歩道のうち、川上村

大滝～吉野山青根ヶ峰コース

（約10km）

地元ガイドとともに吉野山の歴史をひもとき

つつ、紅葉のトレッキングを楽しみます。

3,000円

(昼食・保険代等含む)

●定員20名(先着順)

●小学生高学年以上

山遊び塾yoiyoiかわかみ

080-1450-7557(竹中)
https://coubic.com/yoiyoi/

和
歌
⼭
県

1 11/4（土） 第8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串本駅～JR古座駅（約

10km）

サンゴ台、鬮野川経由の約10km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串本駅9:30集合
古座観光協会

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



2 11/12（日）
自然観察教室

「秋の奇絶峡を楽しもう」
田辺市

和歌山県田辺市

奇絶峡周辺
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

3 11/18（土）
紅葉の大塔山トレッキング（健

脚向）

串本アウトドアフェスティバ

ル実行委員会
和歌山県古座川町

足郷トンネル～大塔山（約

7km）

約7km、高低差約500mのコースを語り部と

一緒に歩きます。

2,500円

(語り部料、傷害保険料

含む)

●道の駅一枚岩7:30集

合

古座観光協会

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

4 11/18（土） 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/

5 12/16（土）
自然観察教室

「冬の星座」
田辺市

和歌山県田辺市

ひき岩群国民休養地

冬の澄んだ夜空に輝く、オリオン座やアンド

ロメダ大銀河など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

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

福
岡
県

1 11/25（土）

平成29年度全国・自然歩道を歩

こう月間行事

「秋の九州自然歩道を歩こう」

九州地方環境事務所 北九州市八幡東区
九州自然歩道・皿倉山周遊

（10km）

10㎞程度の山歩き（10:00皿倉山山頂出発、

15:00解散）

300円

（保険料）

●コースは仮記入

●10:00～15:00

●定員30人未満

九州地方環境事務所福岡事務

所

092-437-8851

http://www.hobashira-aigo.jp/

2 11月下旬
九州自然歩道で行く紅葉トレッ

キング
田川広域観光協会 赤村 九州自然歩道

テレビドラマのロケにも使われた油須原駅

周辺や、紅葉が美しい九州自然歩道を散

策、新米や秋の実りの弁当を道中で食し、

後は源じいの森温泉でゆっくりとくつろぐ

プランです。

2,000円
協力：九州自然フォーラ

ム

田川広域観光協会

0947-45-0700
http://www.tagawa-net.jp

3 3/17(土) ふれあいウォーキング 遠賀町教育委員会 遠賀町南部
7kmコース

9㎞コース

スポーツ推進委員と一緒に町内を歩く。（土

手などの自然にふれあう場所あり）
無料 当日申込み

遠賀町教育委員会 生涯学習

課 スポーツ文化係

093-293-1234

佐
賀
県

1
3/25(日)

（予定）
波多津ウオーク2018

波多津ウオーク2018実行

委員会
佐賀県伊万里市波多津町 10km、6km、2.5km

玄海国定公園に属する高尾山公園をはじ

め、国の重要有形文化財の田嶋神社、眼下

に伊万里湾のパノラマを望むあぐり山などを

巡るウオーキングです。

一般500円、

中学生以下100円

波多津公民館

0955-25-0001
未

⻑
崎
県

1 11/5(日) 雲仙紅葉ウォーク
雲仙紅葉ウォーク実行委

員会
長崎県雲仙市

普賢岳登山コース

10km

紅葉が美しい雲仙で、湯けむり漂う温泉街

を自然に親しみながらゆっくり歩くウォーキ

ング大会です。

【事前】

一般：1,000円

中・高生：400円

小学生以下：100円

【当日】

一般：1,200円

中・高生：500円

小学生以下：200円

※ノルディックウォーク

ポールレンタル：200円

雲仙紅葉ウォーク実行委員会

（（一社）雲仙温泉観光協会）

0957-73-2233

2 11/5(日) 雲仙紅葉ウォーク
雲仙紅葉ウォーク実行委

員会
長崎県雲仙市

秋の雲仙満喫

コース　8km

紅葉が美しい雲仙で、湯けむり漂う温泉街

を自然に親しみながらゆっくり歩くウォーキ

ング大会です。

【事前】

一般：1,000円

中・高生：400円

小学生以下：100円

【当日】

一般：1,200円

中・高生：500円

小学生以下：200円

※ノルディックウォーク

ポールレンタル：200円

雲仙紅葉ウォーク実行委員会

（（一社）雲仙温泉観光協会）

0957-73-2233

3 11/5(日) 雲仙紅葉ウォーク
雲仙紅葉ウォーク実行委

員会
長崎県雲仙市

ノルディックウォーク

コース　8km

紅葉が美しい雲仙で、湯けむり漂う温泉街

を自然に親しみながらゆっくり歩くウォーキ

ング大会です。

【事前】

一般：1,000円

中・高生：400円

小学生以下：100円

【当日】

一般：1,200円

中・高生：500円

小学生以下：200円

※ノルディックウォーク

ポールレンタル：200円

雲仙紅葉ウォーク実行委員会

（（一社）雲仙温泉観光協会）

0957-73-2233

4 11/5(日) 雲仙紅葉ウォーク
雲仙紅葉ウォーク実行委

員会
長崎県雲仙市

雲仙ジオ体感

コース　5km

紅葉が美しい雲仙で、湯けむり漂う温泉街

を自然に親しみながらゆっくり歩くウォーキ

ング大会です。

【事前】

一般：1,000円

中・高生：400円

小学生以下：100円

【当日】

一般：1,200円

中・高生：500円

小学生以下：200円

※ノルディックウォーク

ポールレンタル：200円

雲仙紅葉ウォーク実行委員会

（（一社）雲仙温泉観光協会）

0957-73-2233



⼤
分
県

1 11月中旬 鬼会の里ウォーク 豊後高田市 大分県豊後高田市 約5.0km 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

2 11/26(日) 高山寺登山ウォーク 豊後高田市 大分県豊後高田市 約5.0km 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

3 12月17日 田染地区ウォーク 豊後高田市 大分県豊後高田市 約5.6km 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 11/26(日) 尾鈴もみじ狩り
尾鈴山フェスティバル実行

委員会

都農町尾鈴

（尾鈴キャンプ場第1駐車場

集合）

もみじ狩りコース

（片道70分）

尾鈴の滝をながめながら片道70分のもみじ

狩りコース
500円

都農町観光協会

0983-25-5712

⿅
児
島
県

1 11/26(日)
第21回いむた池外輪山七峰登

山大会

●いむた池イベント委員会

●いむた池外輪山七峰登

山大会実行委員会

鹿児島県薩摩川内市祁答院

町

①健脚コース（右回り・5km）

②健脚コース（左回り・5km）

③ゆったりコース（外輪山半

周・4km）

藺牟田池県立自然公園を取り巻く外輪山の

自然とふれあうことのできるコースです。

大人2,500円、

中学生以下1,500円

（参加定員150人）

参加人数により班編制

を行います。

いむた池イベント委員会

（薩摩川内市祁答院支所内）

0996-55-1111

なし


