
令和元(2019)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

滋
賀
県

1 10/5(土) 探鳥会
湖北野鳥センター、
琵琶湖水鳥・湿地セン
ター

湖北野鳥センター周
辺

4km
日本野鳥の会滋賀と共催行事。
センター周辺で野鳥を観察します。

入館料
大人200円、
小人100円

湖北野鳥センター
TEL:0749-79-1289

http://www.biwa.ne.jp/~nio

2 10/20(日)
里湖で地域を結ぶウォーキング
(高島地域)

高島市スポーツ推進委
員会 高島地域 約6km

自然にふれあいながら、市民の健康
増進と交流を図ります。

100円 全8回のうち6回目 市民スポーツ課
TEL:0740-25-8560

www.city.takashima.lg.jp/www/
contents1400571353218/index.html

3 10/20(日) 2019ガリバーウォーキング 高島地域スポーツ振興
会 高島地域 約6km

自然にふれあいながら、市民の健康
増進と交流を図ります。

600円 高島公民館
TEL:0740-36-0219

4 10/26(土) つくってあそぼ
湖北野鳥センター、
琵琶湖水鳥・湿地セン
ター

琵琶湖水鳥・湿地セ
ンター

20m
季節の生き物や自然についてのおは
なしと、簡単な工作をします。

無料 湖北野鳥センター
TEL:0749-79-1289

http://www.biwa.ne.jp/~nio

大
阪
府

1 10/13(日) きのこウォッチング 交野市 大阪府交野市いきも
のふれあいセンター

JR河内磐船駅→かいがけの道
→傍示の里→いきものふれあ
いセンター

交野の里山周辺できのこを採集し、
名前を調べたり、自然界におけるき
のこの働きや特徴などについて学び
ます。

無料

●当日申込
●小雨決行、雨天中止
●持ち物：弁当、飲み
物、雨具、きのこが
崩れにくいカゴまた
は袋

いきものふれあいセンタ
ー
TEL:072-893-6520

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/
2012051400027/

2 10/14(月祝)
みんなでワイワイ栗ひろいハイ
キング 泉南市観光協会 大阪府泉南市信達楠

畑

童子畑～楠畑の栗林まで8km
のうち、泉州地域近畿自然歩
道を1km歩きます。

栗林で栗ひろい､栗のバーベキュー、
生物や草花の観察も楽しみます。
往復計8kmのハイキング｡
栗のおみやげ有｡

一般1,000円、
小・中学生700円
(保険・資料代込)

●要事前申込：10/1～
10/10
●定員50名(先着)

泉南市観光協会観光案内
所
TEL:072ｰ493-8948

http://welcome-sennan.com/

3 10/15(火) 第15回 交野しぜんしらべたい
交野市環境基本計画推
進会議（交野みどりネ
ット）

北川

JR河内磐船→交野支援学校・
創価学園周辺(北川)→JR河内
磐船
(約4km)

北川沿いの寺地区で、生き物を調べ
よう。

無料

●持ち物：帽子、飲み
物、弁当、筆記用
具、バインダー、あ
れば双眼鏡等
●雨天中止

交野みどりネット事務局
(交野市環境衛生課内)
TEL:072-892-0121

http://midorinet.main.jp/event/

4 10/17(木)
千里まちあるき
豊中市のテッペンをあるく

豊中市 大阪府豊中市 新千里北町コース
(およそ4km)

「魅力発見ガイドブックぶらり千
里」を使って、市民ガイドボランテ
ィアとともにまちあるきを楽しみま
す。

無料 要事前申込
豊中市市民協働部千里地
域連携センター
TEL:06-6831-4133

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/
korabo/korabo_event/index.html

5 10/22(火) 秋の林で見られる生きもの観察 茨木市 大阪府茨木市
茨木市泉原
(2.2㎞)

鳥と植物の識別や、観察のポイント
について学びます。 無料 環境資源調査と兼ね

る
茨木市環境政策課
TEL:072-620-1644

6 10/23(水) いきいきサロン 豊中市 大阪府豊中市 新千里東町コース
(およそ2km)

市民ボランティアグループと千里東
町公園を散策し、採集したどんぐり
を使って料理や工作を行い、身近な
自然に親しむ機会とします。

無料 要事前申込 豊中市立千里公民館
TEL:06-6833-8090

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shisetsu/
koumin_library/senri/index.html

7 10/24(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
茨木市泉原～見山の郷
約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
●持ち物：弁当

茨木市環境政策課
TEL:072-620-1644

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/
sangyo/kankyos/event/44436.html

8 10/27(日)
「里山大好き観察会」秋の野草
観察と木の実ウォッチング

交野市環境基本計画推
進会議（交野みどりネ
ット）

大阪府くろんど園地
京阪私市駅→くろんど園地→
傍示→京阪河内森駅
(約6km)

交野の豊かな秋の自然を感じなが
ら、秋の植物や木の実に目を留め、
講師の話を聞きながら、ゆっくり歩
きます。

無料

●持ち物：弁当、飲み
物、敷物、雨具
●当日申込
●雨天中止

交野みどりネット事務局
(交野市環境衛生課内)
TEL:072-892-0121

http://midorinet.main.jp/event/

9 10/6(日) 竜王山自然公園ハイキング 大阪府 竜王山地区 行程約5.3km
府立自然公園竜王山地区の自然と歴
史をめぐるハイキングです。

無料
(往復バス代金は自己
負担)

北部農と緑の総合事務所
みどり環境課
TEL:072-627-1121

http://www.pref.osaka.lg.jp/hokubunm/
youkoso/index.html

1 10/5(土)
山陰海岸ジオウォーク2019 in 
因幡・但馬

山陰海岸ジオウォーク
実行委員会

兵庫県美方郡
鳥取県岩美郡

居組コミュニティセンター～
岩美町陸上（5km）

大人1,000円、
高校生以下無料 雨天決行

山陰海岸ジオウォーク実
行委員会事務局
TEL:0857-21-2885 

http://www.nnn.co.jp/event/geowalk/

2 10/5(土)
山陰海岸ジオウォーク2019 in 
因幡・但馬

山陰海岸ジオウォーク
実行委員会

兵庫県美方郡
鳥取県岩美郡

居組コミュニティセンター～
浦富海岸駐車場（10km）

大人1,000円、
高校生以下無料 雨天決行

山陰海岸ジオウォーク実
行委員会事務局
TEL:0857-21-2885 

http://www.nnn.co.jp/event/geowalk/
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兵
庫
県

3 10/19(土) 山陰海岸を歩こう 山陰海岸ジオパークト
レイル協議会 兵庫県美方郡

余部・たかのすの森コース
（2km）

500円
(別途、JR代必要)

小雨決行 山陰海岸ジオパークトレ
イル協議会

http://sanin-geotrail.net/

4 10/19(土)
山陰海岸ジオパークトレイルウ
ォーキング

山陰海岸ジオパークト
レイル協議会

香美町香住区余部 たかのすの森トレイル
(約2㎞)

山陰海岸ジオパーク内の約2キロのウ
ォーキングコースを歩きます。

500円
●小学生以上
●先着20名

山陰海岸ジオパークトレ
イル協議会

http://sanin-geotrail.net/

5 10/27(日)
山陰海岸ジオパークウォーキン
グ（吉滝エリア）

香美町ジオパーク推進
協議会 香美町小代区貫田

吉滝遊歩道
(2.8㎞)

山陰海岸ジオパーク内のコースをジ
オパーク公認ガイドと歩きます。 200円

●小学生以上
●先着30名

香美町ジオパーク推進協
議会事務局

http://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/
contents/1527051908817/index.html

奈
良
県

1 10/6(日) 大台ヶ原自然観察ハイキング 近畿地方環境事務所
奈良県吉野郡上北山
村大台ヶ原
大台ヶ原

東大台周回線歩道
(最短3.8km～最長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
ィアと一緒に、動植物を観察しなが
ら、国立公園大台ヶ原ならではの雄
大な自然を楽しみます。

100円(保険料)

●定員20名(先着順)
●小学生以上
（小学生は保護者同
伴）

近畿地方環境事務所吉野
自然保護官事務所
TEL:0746-34-2202
MAIL:RO-
YOSHINO@env.go.jp

http://kinki.env.go.jp/to_2019/post_160.html

2 10/22(火)
吉野熊野国立公園山の日記念ト
レッキング
～西大台編～

近畿地方環境事務所
奈良県吉野郡上北山
村大台ヶ原

西大台周回線歩道
（最長約8km）

奈良を代表する景勝地である大台ヶ
原の自然や歴史をひもときながら、
紅葉の西大台を楽しみます。

4,000円
(保険料、西大台事務
手数料、弁当代、お
土産代含む)

●定員20名(先着順)

●中学生以上(未成年
は保護者同伴)
●近鉄大和上市駅集

山遊び塾 ヨイヨイかわか
み
TEL:070-4145-3223(代)
MAIL:yoiyoi.kawakami@g
mail.com

https://www.yoiyoi-kawakami.com/

3 10/27(日) 櫟旅ウォーク＆まこもフェスタ
櫟本校区北部活性化プ
ロジェクト、
櫟旅手作りフェスタ　

天理市 櫟旅コース
(約15km)

天理市北部の地元に古くから伝わる
「伝・山の辺の道」を巡るコースで
す。

300円
(まこもご飯引換券
付)

要事前申込 担当：藤山
TEL:090-8651-4893

ナビ天理
http://www.navi-tenri.jp/index.html

和
歌
山
県

1 10/20(日)
令和元年度 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 和歌山市和佐
JR田井ノ瀬駅～紀伊風土記の
丘～JR千旦駅

紀伊風土記の丘を経由し、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11/3(日祝)

和歌山市スポーツ振興課
TEL:073-435-1364

なし
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