
平成30年度「全国・自然歩道を歩こう月間」実施行事一覧(10/1～10/31）

都道
府県

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

島
根
県

1 10/20(土) きのこのすゝめ
環境省隠岐管理官事務
所、
隠岐の島町図書館

島根県隠岐郡隠岐の
島町

都万園地
（2km）

大山隠岐国立公園隠岐島地域の都万
園地において、きのこの解説を受けなが
ら自然とふれあうイベントです。

50円 小雨決行
環境省隠岐管理官事務所
TEL:08512-2-0149

1 10/7(日) 第37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4団体

岡山県岡山市北区
作山古墳と三輪山の遺跡群を訪
ねるみち
（10km）

役70基もの古墳が密集している宮山古
墳群、古代吉備の国の勢力の巨大さを
物語る作山古墳など、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300円
会員無料

岡山県ウォーキング協会
TEL:086-252-7349

2 10/27(土) 王子が岳美化清掃活動
渋川・王子が岳活性化
推進協議会

岡山県玉野市
王子が岳遊歩道
（2km）

王子が岳の景観を守るため、ボランティ
アを募り美化清掃活動を実施するもので
す。

無料 雨天中止
玉野市商工観光課
TEL:0863-33-5005

1 10/12(金)
野呂山いいとこどりハーフトレッキ
ング

国民宿舎野呂高原ロッ
ジ

広島県呉市川尻町野
呂山

頂上付近周辺
（4km）

野呂山の中腹からトレッキングを行いま
す。

2,500円（昼食付） 雨天中止
国民宿舎野呂高原ロッジ
TEL:0823-87-2390

http://www.norosan.or.jp/

2 10/14(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ます。

1,500円（昼食付） 雨天中止
国民宿舎野呂高原ロッジ
TEL:0823-87-2390

http://www.norosan.or.jp/

3 10/14(日) 三原市民登山大会 三原山の会 広島県三原市
国立公園筆影山
（約10km）

海を眺めながら、爽快な山稜を歩きま
す。

500円 雨天中止
三原山の会
TEL:0848-62-8279

http://mihara-yamanokai.org/

1 10/7(日) 霜降山月例山行 NPO法人霜降会 山口県宇部市
小羽山鉄塔下～霜降山コース
（約7㎞）

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
きるコースでウォーキングを実施しま
す。

無料 雨天決行
NPO法人霜降会
TEL:0836-21-5250
（凡喫茶店内）

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

2 10/14(日) 里山を歩こう 小羽山校区歩こう会 山口県宇部市
霜降山ハイキングコース
（12km）

霜降山登山を実施します。
会員：無料
一般：100円

小羽山ふれあいセンター
TEL:0836-31-3677

3 10/21(日)
明治維新150年記念
美祢秋吉台カルストウォーク2018

美祢秋吉台カルスト
ウォーク実行委員会

山口県美祢市

侍コース
（15.0km）
足軽コース
（7km）
維新の志士コース（仮装専用）
（7km）

秋吉台上を散策しながら、地元のグルメ
を堪能するイベントです。

1,000円～2,000円

●雨天決行
●事前申込
（維新の志士コースの
み当日受付）
●先着150名

山口県美祢市観光振興課
TEL:0837-52-1532

https://karusuto.com/event/20181021walk/

1 10/7(日)

第283回徳島ワンデーウオーク・と
くしま街道⑨・鳴門市（第37回四国
のみち歩こう大会・第13回全国一
斉エコーウオーク大会）（四国の
みち起点と孫崎灯台）

NPO法人徳島県ウオー
キング協会

徳島県鳴門市
Aコース
（5km）

今回の「渦潮が見えるみち」は四国のみ
ちの起点があるところを見ることが出来
ます。
また、近くには孫崎灯台がり大鳴門橋を
眺めることが出来ます。

会員：300円
会員外：600円
小学生以下：無料

9:30網干休憩所集合
気象警報発表以外は
実施

NPO法人徳島県ウオーキン
グ協会
TEL:088-656-3636

http://tokuwalking.main.jp

2 10/7(日)

第283回徳島ワンデーウオーク・と
くしま街道⑨・鳴門市（第37回四国
のみち歩こう大会・第13回全国一
斉エコーウオーク大会）（四国の
みち起点と孫崎灯台）

NPO法人徳島県ウオー
キング協会

徳島県鳴門市
Bコース
（11km）

今回の「渦潮が見えるみち」は四国のみ
ちの起点があるところを見ることが出来
ます。
また、近くには孫崎灯台がり大鳴門橋を
眺めることが出来ます。

会員：300円
会員外：600円
小学生以下：無料

9:30網干休憩所集合
気象警報発表以外は
実施

NPO法人徳島県ウオーキン
グ協会
TEL:088-656-3636

http://tokuwalking.main.jp

1 10/1(月) 月曜ハイキング遍路道を歩く 高松市ハイキング協会 本山寺～弥谷寺 14km 本山寺から弥谷寺まで歩きます。 2,500円 要事前申込
高松市ハイキング協会
TEL:090-7143-4160

2 10/1～31の土日祝 自然生態園ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
香川県仲多度郡まん
のう町

自然生態園
（1km）

ため池のある讃岐地方の里山の風景
を、楽しみながら歩くコースです。

無料
（入園料、駐車料金は
別途）

雨天決行
まんのう公園管理センター
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

3 10/7(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

遊歩道
約2km

秋の森を散策し、森づくり体験として竹
林の整備を行います。
午後は、枝や草の幹などを使って壁飾り
を編みます。

無料
持ち物：長袖、長ズボ
ン、はきなれた靴、弁
当、水筒、タオル、帽子

休暇村讃岐五色台
TEL:0877-47-0231

https://shizenkansatu.web.fc2.com/

4 10/7(日)・28(日) さぬきの森ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
香川県仲多度郡まん
のう町

さぬきの森
（1km）

里山林が多く残るさぬきの森を楽しみな
がら、歩くコースです。

無料
（入園料、駐車料金は
別途）

雨天決行
まんのう公園管理センター
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/
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5 10/20(土) 秋の大川山トレッキング (一財)ことなみ振興公社 大川山 8.5km

琴南公民館より大川山を目指して歩き
ます。
昼食は山頂で、大鍋とお結びがありま
す。

大人：2,300円
参加費には保険代、昼
食代、温泉入浴代を含
みます。

(一財)ことなみ振興公社
TEL:0877-56-0001

http://e-mikado.jp/

6 10/21(日) 日曜ハイキング遍路道を歩く 高松市ハイキング協会 三島公園～三角寺 13km 三島公園から三角寺まで歩きます。 3,100円 要事前申込
高松市ハイキング協会
TEL:090-7143-4160

7 10/21(日) 湖畔の森ガイドウォーク 国営讃岐まんのう公園
香川県仲多度郡まん
のう町

湖畔の森
（3km）

満濃池に隣接する湖畔の森を歩きま
す。

無料
（入園料、駐車料金は
別途）

雨天決行
まんのう公園管理センター
TEL:0877-79-1807

https://sanukimannoupark.jp/

8 10/21(日) 秋のネイチャーゲーム
香川県造園事業協同組
合

満濃池森林公園
園内を散策しながら、ネイチャーゲーム
を楽しみます。

無料
公園電話
TEL:0877-57-6520

9 10/27(土) 秋の里山自然観察会 (一財)ことなみ振興公社 中寺廃寺～大川山 3.0km
講師の先生に教えてもらいながら県境
の尾根道を歩きます。
途中からは車道を歩いて大川山まで。

大人：1,200円
参加費には保険代、入
浴代を含みます。

(一財)ことなみ振興公社
TEL:0877-56-0001

http://e-mikado.jp/

10 10/28(日)
紅葉に包まれて
大川山で外ヨガ

(一財)ことなみ振興公社 大川山
キャンプ場や大川神社でヨガをします。
御昼は大鍋と手作りデザート付です。

大人：2,500円
参加費には保険代、昼
食代、温泉入浴
代を含みます。

(一財)ことなみ振興公社
TEL:0877-56-0001

http://e-mikado.jp/

1 10/1(月)～31(水) 横倉山トレッキングツアー 越知町観光協会 高知県越知町
横倉山遊歩道
（4㎞）

大人：2000円
小学生以下：500円
（小学生以下は保護者
同伴に限る）

要事前申込
（原則開催の2日前ま
でに）

越知町観光協会
TEL:0889－26－1004

http://www.ochi-kankyou.jp

2 10/20(土)・21(日)
第14回土佐よさこいツーデーウ
オーク

土佐よさこいツーデーウ
オーク実行委員会

安芸市
香南市

安芸市：14㎞、20㎞
香南市：15㎞、25㎞

安芸市、香南市を2日間に渡り歩き、街
並みや太平洋を眺めながらウオーキン
グを通じた、健康作りを行うイベントで
す。

事前：2,000円
当日：2,500円

安芸市、香南市、芸西
村3自治体が共同で
行っているイベントで
す。現在事務局は香南
市。

教育委員会生涯学習課
TEL:0887-57-7523
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