
令和元(2019)年度「全国・自然歩道を歩こう月間」期間外　実施行事一覧(11/1以降）

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 11/2(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 11/23(土祝) 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

3 11/24(日)
里湖で地域を結ぶウォーキング
(マキノ地域)

高島市スポーツ推進委
員会 マキノ地域 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7回目 市民スポーツ課
TEL:0740-25-8560

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

4 11/27(水) 歴史散策ウォーキング 甲良町観光協会 滋賀県彦根市 彦根道
(5.4km)

彦根道と井伊家ゆかりの地を歩こ
う！ 要問合せ 少雨決行 甲良町観光協会

TEL:0749-38-2035

5 12/8(日)
わくわくウォーキング in 陶芸
の森

(公財)滋賀県陶芸の森 滋賀県甲賀市
信楽町内、玉桂寺を経由する
コース
(4km)

信楽町内の林道を通り、玉桂寺88個
所を巡って、陶芸の森へ向かうコー
スです。

無料 小雨決行 滋賀県陶芸の森
TEL:0748-83-0909

https://www.sccp.jp/

6 3/22(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8回目

市民スポーツ課
TEL:0740-25-8560

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

京
都
府

1 11/3(日祝)
第20回 美山かやぶきの里 ワン
デーマーチ

第20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 3km
懐かしいふるさとの原風景を満喫で
きるコースです。

大人1,000円(当日1,500
円)、
中学生以下無料

実行委員会事務局(南丹市
美山支所総務課内)
TEL:0771-68-0040

2 11/3(日祝)
第20回 美山かやぶきの里 ワン
デーマーチ

第20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 12km
懐かしいふるさとの原風景を満喫で
きるコースです。

大人1,000円(当日1,500
円)、
中学生以下無料

実行委員会事務局(南丹市
美山支所総務課内)
TEL:0771-68-0040

3 11/3(日祝)
第20回 美山かやぶきの里 ワン
デーマーチ

第20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 18km
懐かしいふるさとの原風景を満喫で
きるコースです。

大人1,000円(当日1,500
円)、
中学生以下無料

実行委員会事務局(南丹市
美山支所総務課内)
TEL:0771-68-0040

大
阪
府

1 11/3(日祝) 生駒山麓ウォーク 生駒山系広域利用促進
協議会

大阪府東大阪市、
奈良県生駒市

東大阪市石切駅前公園～近鉄
西信貴ケーブル宝山寺駅
(約10km)

「いこいこまっぷ」No.10のコース
を、府民の森ぬかた園地を経由し暗
峠から宝山寺へ。秋のさわやかな風
と景色を楽しみながら歩きます。

300円(保険料込)
事前申込可
集合場所で当日受付
も可

生駒山系広域利用促進協
議会事務局
（大阪府みどり企画課
内）

https://ikomasankei.org/event/980/

兵
庫
県

1 11/23(土祝)
第30回 福崎町自然歩道を歩こ
う大会

福崎町、
福崎町自然保護審議会 兵庫県神崎郡福崎町

のんびりコース
(約9km)

福崎町の豊かな自然と歴史が調和し
た自然歩道を舞台に開催します。
今年は県下八景や県観光百選などに
選ばれた「七種の滝」、花の寺とし
て有名な「應聖寺」、真言宗の名刹
「金剛城寺」などを散策するコース

200円
!小雨決行
!持ち物：昼食

福崎町住民生活課
TEL:0790-22-0560(内線
373)

http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/

2 11/23(土祝)
第30回 福崎町自然歩道を歩こ
う大会

福崎町、
福崎町自然保護審議会 兵庫県神崎郡福崎町 ファミリーコース

(約14km)

福崎町の豊かな自然と歴史が調和し
た自然歩道を舞台に開催します。
今年は県下八景や県観光百選などに
選ばれた「七種の滝」、花の寺とし
て有名な「應聖寺」、真言宗の名刹
「金剛城寺」などを散策するコース

200円
!小雨決行
!持ち物：昼食

福崎町住民生活課
TEL:0790-22-0560(内線
373)

http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/

3 11/23(土祝)
第30回 福崎町自然歩道を歩こ
う大会

福崎町、
福崎町自然保護審議会 〃 健脚コース

(約20km)

福崎町の豊かな自然と歴史が調和し
た自然歩道を舞台に開催します。
今年は県下八景や県観光百選などに
選ばれた「七種の滝」、花の寺とし
て有名な「應聖寺」、真言宗の名刹
「金剛城寺」などを散策するコース

200円
!小雨決行
!持ち物：昼食

福崎町住民生活課
TEL:0790-22-0560(内線
373)

http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/

奈
良
県

1 11/4(月振)
吉野熊野国立公園山の日記念ト
レッキング
「みたらい渓谷編」

近畿地方環境事務所 奈良県吉野郡天川村
みたらい渓谷

みたらい渓谷ハイキングコー
ス(約5km)

美しい清流を望みながら、紅葉のみ
たらい渓谷と観音峰展望台を訪ねま
す。

3,000円
(保険料、弁当代、お土
産代含む）

!定員20名(先着順)
!小学生高学年以上
(未成年は保護者同
伴)
!近鉄下市口駅集合・

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/
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