
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

福
岡
県

1 10/6(日) 森はともだち 筑豊の自然を楽しむ会 福岡県飯塚市
勝盛公園

散策路
(600～800m)

市内公園を散策しながら、虫や植物
等の生き物観察を行います。
発見した生き物について、専門家が
解説します。

200円/人 要事前申込

エコ工房(申込受付)
TEL:0948-22-5679
飯塚市役所環境整備課
TEL:0948-22-5500(内線
1655)

https://chikujenraku.jimdo.com/

2 10/6(日)
第14回 脊振クリーンアップ登
山 脊振の自然を愛する会 福岡県福岡市

脊振山系
椎原登山口から鬼ヶ鼻岩往復
(11km)

みんなで、ごみ拾いをしながら山登
りする、地球環境に優しいクリーン
アップ登山です。

無料 要事前申込
福岡市早良区役所 総務部
企画課
TEL:092-833-4306

http://www.city.fukuoka.lg.jp/sawaraku/c-
shinko/event/sehuri14.html

3 10/12(土) 初心者向け！親子ハイク 福岡県自然環境課 福岡県筑紫野市 基山コース
(4時間程度のコース)

九州自然歩道の気楽なコースを、自
然を感じながら歩きます。 1,000円/人

要事前申込 九州自然歩道フォーラム
TEL:092-600-4399

申込受付
http://www.kltf.info/events/fukuoka/1593/

4 10/14(月祝) 初心者向け！親子ハイク 福岡県自然環境課 福岡県添田町 英彦山コース
(4時間程度のコース)

九州自然歩道の気楽なコースを、自
然を感じながら歩きます。

1,000円/人 要事前申込 九州自然歩道フォーラム
TEL:092-600-4399

申込受付
http://www.kltf.info/events/fukuoka/1593/

5 10/23(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
!定員20名(先着)

(公財)おおのじょう緑のト
ラスト協会
TEL:092-915-5550

http://www.green-onojo.jp/

6 10/27(日) いいねん！ 筑豊の自然を楽しむ会 福岡県飯塚市健康の
森公園

散策路
(片道約900m)

市内公園を散策しながら、虫や植物
等の生き物観察を行います。
発見した生き物について、専門家が
解説します。
フィールドワークの後は、エコ工房
内でワークショップを行います。

200円/人
!要事前申込
!持ち物：昼食

エコ工房(申込受付)
TEL:0948-22-5679
飯塚市役所環境整備課
TEL:0948-22-5500(内線
1655)

https://chikujenraku.jimdo.com/

長
崎
県

1 10/12(土) 将冠岳ガイドウォーク 九十九島ビジターセン
ター

長崎県佐世保市
集合場所：弓張岳駐
車場
活動場所：将冠岳

弓張岳～但馬岳～将冠岳
（往復約4km）

秋の自然を観察しながら将冠岳に登
り、山頂からの展望を楽しみます。

300円 雨天中止

九十九島ビジターセンタ
ー
TEL:0956-28-7919
MAIL:tyousa@kujukushim
a-visitorcenter.jp

http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/

熊
本
県

1 10/19(土)
玉東フットパスコース開発講座
モニターウォーキング 玉東町教育委員会　 熊本県玉東町 上木葉コース

(約7km)
清流の里山、幻の滝を見るコースで
す。 無料 要事前申込 玉東町教育委員会

TEL:0968-85-3609
－

2 10/19(土) 美里フットパス 美里フットパス協会 熊本県美里町 堅志田城下ため池コース
(6.5km)

中世の山城「堅志田城」の城下を歩
きます。

一般2,500円、
小学生以下1,500円、
3歳未満100円

定員30名(先着)
美里フットパス協会
TEL:0964-53-9997

https://misatofp.jimdo.com

3 10/20(日) 美里フットパス 美里フットパス協会 熊本県美里町 高木台地コース
(6km)

茶畑が広がる高木台地から、緑川沿
いを歩きます。
若宮神社の秋の大祭にも参加しま

一般2,500円、
小学生以下1,500円、
3歳未満100円

定員30名(先着)
美里フットパス協会
TEL:0964-53-9997

https://misatofp.jimdo.com

4 10/27(日)
上色見熊野座神社で神秘的な体
験をしよう

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 約8km

幻想な佇まいの上色見熊野座神社周
辺を散策しながら、地域の自然と結
びついた文化や歴史についてふれあ
う機会とします。

100円(保険料)

!要事前申込
!定員30名
!持ち物：昼食

九州地方環境事務所 阿蘇
くじゅう国立公園管理事
務所
TEL:0967-34-0254

－

大
分
県

1 10/6(日) 水崎ウォーク 豊後高田市 大分県豊後高田市 約6.0㎞ 無料 少雨決行 豊後高田市健康推進課
TEL:0978-22-3100

http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/
page_03123.html

2 10/12(土) さいき大入島シーサイドオルレ 九州オルレさいき・大
入島コース推進協議会 大分県佐伯市

九州オルレさいき・大入島コ
ース
(10.5㎞)

後半に待ち構えている「遠見山」は
佐伯湾を360度見渡し、年間10隻以
上の進水式で賑わう三つの「造船
所」や、手のひらサイズの大きさと
クリーミーさが旨い「岩ガキ」の養
殖場、そのむかし真珠湾攻撃の演習
地点といわれ海軍で栄えたまちが残
る「海上自衛隊佐伯基地分遣隊」な

一般2,000円、
小学生1,000円 要事前申込

佐伯市観光課
TEL:0972-22-3942

http://saiki-kankou.com/news/2019/08/8687

3 10/27(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
豊後高田市健康推進課
TEL:0978-22-3100

http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/
page_03123.html
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宮
崎
県

1 10/26(土) 秋を感じながら大浪池を歩こう えびのエコミュージア
ムセンター

宮崎県えびの市大字
末永
えびの高原

約6km

霧島山でも人気のある大浪池。
春･秋と楽しませてくれる大浪池火口
の、色づく秋の自然に触れ合えるこ
との出来るコース

300円
(別途バス代・駐車場
代)

えびのエコミュージアム
センター
TEL:0984-33-3002

http://www.ebino-ecomuseum.go.jp/

http://www.ebino-ecomuseum.go.jp/

