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イベントカレンダ ー 2017山
7月

開催日時 イベント名称・開催地 内容 問合せ

9日(日)
12:30～15:00頃

自然工作教室
大阪

箕面ビジターセンター講義室で、小さな木の実などの自然素材を使って、工作を楽しみましょう！
会場:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(家族向け) 定員:先着30名
参加費:1作品につき100円 申込み:不要(当日受付) ※雨天決行(警報発表時は中止)

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

16日(日)
12:30～15:00頃

箕面川ダム周遊
自然観察ツアー

大阪

箕面川ダムの周りをゆっくり歩きながら、野鳥のさえずりを聞き比べや、夏の植物を楽しく観察しよう！
開催地:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(一般向け) 定員:先着15名
参加費:100円(子ども無料) 申込み:不要(当日受付) ※少雨決行(警報発表時は中止)

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

15日(土)～23日(日)

9:00～16:30
夏の中宮 水遊びdays

石川

観察路のガイドや川の生物観察を楽しみます。7月16、17、23日はイワナのつかみ取り体験ができます。
会場:中宮温泉ビジターセンター・中宮展示館 対象:どなたでも 申込み:不要

※イワナのつかみ取りのみ定員あり 定員:1回20名 参加費:1匹500円 申込み:要
申込み期限:定員になり次第締め切り 申込み方法:6月15日(木曜日)～電話で受付

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#sisetsu

白山自然保護センター
076-255-5321

17日(月・祝)
10:00～15:00

山もり・てんこ森
～山・川・海の恵みを未来へ～

奈良

木工クラフトや、竹を使ったバウムクーヘン作りなどを体験できるイベントです。県内市町村の特産品の
販売もあります。
会場:フォレストパーク神野山 参加費:無料(物販など、一部有料の出展もあります) 申込み:不要
http://www.pref.nara.jp/1673.htm

ポスト
「全国豊かな海づくり大会」

イベント実行委員会

0742-27-7612

22(土)
23(日)

9:00～16:00

夏休みの自由工作を終わらせよう！

森のサテライトkinkonkan
子ども夏まつり！

大阪

「おおさか河内材」の端材をつかって自由に木工制作。各日、いろいろなイベントをご用意しております。
時間:第1部 9:00～12:00(最終入場11:00) 第2部13:00～16:00(最終入場15:00)自由入場退出可
会場:河内長野市立林業総合センター 木根館 対象:未就園児～小学生 定員:30組限定
参加費:300円(付き添いの大人は無料・自由制作に参加したい人は、300円で参加可)
申込み:7/7(金)～ 先着順 www.sinrin.org/kinkonkan

河内長野市立林業総合センター

0721-64-8151

22日(土)
19:00～21:00

ナイトハイク＆星空観察
大阪

天体望遠鏡による星空観察、ちはや園地内ナイトハイキング
会場:大阪府民の森ちはや園地ピクニック広場 受付:18:30 定員:小学生以上25名 参加費:500円
申込み:2か月前よりホ-ムペ-ジ申込みフォームにより申込み
http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/event.html

一般財団法人大阪府みどり公社

23日(日)
10:00～15:00

金剛山夏まつり
大阪

自然素材クラフト、オカリナ演奏、ガイドウォーク、太陽観察など
大阪府民の森ちはや園地 申込み:不要 http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/event.html

一般財団法人大阪府みどり公社

23日(日)
12:30～15:00頃

箕面のキノコを探そう！
大阪

自然研究路をゆっくり歩いてキノコを探します。見つけたキノコは講義室で観察しましょう！
会場:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(家族・一般向け) 定員:先着30名
参加費:100円(子ども無料) 申込み:不要(当日受付) ※少雨決行(警報発表時は中止)

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

23日(日)
9:00～16:00

夏休み木づかい祭
～木のぬくもりと香りに

ふれてみよう～
和歌山

木のぬくもりと香りにふれてもらうための親子木工体験など各種イベントを開催します。無料体験コー
ナー、情報展示コーナー、餅まきなど企画しています。
会場:御坊市立体育館 対象:日高振興局管内(御坊市及び日高郡)小・中学生(大人同伴のこと)
定員:108組(216名) 参加費:未定 申込み:要

日高振興局農林水産振興部

林務課

TEL 0738-24-2912  
FAX 0738-24-2913

23日(日)
10:00～16:00

大台ヶ原地区
パークボランティア
自然観察ハイキング

奈良

パークボランティアが一緒に歩きながら、見どころや季節の動植物、自然再生の取組みなどをご紹介しま
す。
開催地:東大台ヶ原 受付:9:40大台ヶ原ビジターセンター前 対象:小学生から一般(小学生は保護者同伴)
定員:20名(備考 小学生の保護者も含む) 参加費:100円(保険代) 申込み期限:先着順。定員に達してい
ない場合は当日受付可。http://kinki.env.go.jp/to_2017/post_82.html

吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

29日(土)
8:50～17:30

(西大台ツアーは
18:30)

上北山村
神秘の森 荘厳の山
「大台ヶ原を歩く」

奈良

地元ガイドや特別講師が大台ヶ原をご案内。西大台、東大台、自然再生の3コ-スより選んで参加できます。
集合:8:50 近鉄大和上市駅 (9:00大和上市駅発大台ヶ原行きのバスにお乗りください)
対象:一般(大台ヶ原まで公共交通機関を使って来る方限定のイベントです)
定員:西大台ツアー18名、東大台ツアー10名、自然再生ツアー20名
参加費:西大台ツアー3,000円、東大台ツアー・自然再生ツアー2,000円※バス代(片道:大人2,000円 子ど
も1,000円)は参加費に含まれません。申込み期限:7/22(土) 持ち物:水筒、リュックサック、野外活動に
適した服装(帽子、手袋、長袖長ズボン、歩きやすい靴)、防寒具、雨具 など
※当日は、必ず公共交通機関にてお越しください。

上北山村地域活性化
イベント実行委員会
TEL 07468-2-0001
FAX 07468-3-0265

(平日9時～17時)

30日(日)
9:30～12:00

森林セラピー
ガイドツアー

～観音の滝 森と水の物語～

山口

森の案内人のガイドで、篤林家の育む美林と、景観の変化に富む観音の滝遊歩道を散策し、心と身体のリ
フレッシュを図ります。
会場:ふれあいパーク大原湖 対象:どなたでも 定員:20名
参加費:500円(小中学生250円) 申込み期限:7/26(水) 持ち物:昼食、飲み物、歩きやすい服装と靴
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/

山口市徳地農林振興事務所

TEL 0835-52-1122 
FAX 0835-52-1301

tknourin@city.yamaguchi.lg.jp

8月11日は山の日！山にふれあい、山の恵みを感じるイベントをまとめました。
気になるイベントをさっそくチェック！

近畿・中国・北陸(石川・福井)エリア

平成29年7月発行

環境省近畿地方環境事務所 (http://kinki.env.go.jp/) 林野庁近畿中国森林管理局 (http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/)

●株式会社 モンベル

登山用品・アウトドア総合ブランドの
モンベルが手掛ける自然を楽しむ
イベントの情報はこちら！

株式会社モンベル、一般財団法人休暇村協会は国立公園
オフィシャルパ-トナ-企業です。詳しくは下記をご覧く
ださい。
http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/

●一般財団法人 休暇村協会

自然公園をフィ-ルドに様々な体験
プログラムを用意しています！

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#sisetsu
http://www.pref.nara.jp/1673.htm
http://www.sinrin.org/kinkonkan
http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/event.html
http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/event.html
http://kinki.env.go.jp/to_2017/post_82.html
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/
mailto:tknourin@city.yamaguchi.lg.jp
http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/


8月
開催日時 イベント名称・開催地 内容 問合せ

3日(木)
8:50～17:30

(西大台ツアーは
18:30まで)

上北山村
神秘の森 荘厳の山
「大台ヶ原を歩く」

奈良

地元ガイドや特別講師が大台ヶ原をご案内。西大台、東大台、自然再生の3コ-スより選んで参加できます。
集合:8:50 近鉄大和上市駅(9:00大和上市駅発大台ヶ原行きのバスにお乗りください)
対象:一般(大台ヶ原まで公共交通機関を使って来る方限定のイベントです)
定員:西大台ツアー18名、東大台ツアー10名、自然再生ツアー20名
参加費:西大台ツアー3,000円、東大台ツアー・自然再生ツアー2,000円※バス代(片道:大人2,000円 子ど
も1,000円)は参加費に含まれません。申込み期限:7/27(木) 持ち物:水筒、リュックサック、野外活動に
適した服装(帽子、手袋、長袖長ズボン、歩きやすい靴)、防寒具、雨具 など

上北山村地域活性化
イベント実行委員会
TEL 07468-2-0001
FAX 07468-3-0265

(平日9時～17時)

5日(土)
18:30～21:30

白山麓の森の夜の生き物たち

石川

専門家の話を聞きながら夜の森を歩き、昼間とは違う生きものたちの様子を観察します。
会場:市ノ瀬ビジターセンター 受付:18:00～ 対象:小学生以上(小学生は保護者同伴) 定員:20名
参加費:無料 申込み:要 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#sisetsu

白山自然保護センター
076-255-5321

5日(土)
10:00～16:30

山門水源の森現地交流会
滋賀

県下最大級の高層湿原を有する「山門水源の森」の魅力を広く発信するため、講演会および現地観察会を
行います。
集合:西浅井まちづくりセンター 受付:9:30 対象:一般県民など(小学生以下の方は保護者同伴) 定
員:100名 参加費:無料(昼食を希望される方は、1,100円で特製ビワマス弁当をあっ旋) 申込み期
限:7/28(金) 持ち物:山歩きができる服装(長袖、長ズボン、運動靴、帽子など)、タオル、水筒など

(有)西浅井総合サービス
TEL/FAX

0749-89-0281
nishiazai.co@koti.jp

10日(木)
10:00～16:00

1回目 10:30～

2回目 13:30～

「消費者の部屋」
子どものための夏休み企画
～考えてみよう！農林水産業

と私たちの食生活～

岡山

岡山森林管理署では本イベント内で親子を対象にした木工クラフトを実施します。他ブースでは、農林水
産業についてパネル展示のほかゲームやクイズなどを通して、楽しく学べます。
会場:中国四国農政局 対象:小学1年生以上のお子様と保護者 定員:40組(各回20組程度)
参加費:50円(傷害保険代) 申込み期限:7/28(金)予定

中国四国農政局消費・
安全部消費生活課

TEL 086-224-9428 
FAX 086-224-4530

11日(金・祝)
9:00～15:00

滑三本杉を見に行こう
山口

森の案内人のガイドで、滑国有林の中にある三本杉までの往復6ｋｍを自然散策しながら歩きます。三本杉
は県内で唯一「森の巨人たち百選」に認定されています。
会場:滑国有林釣山貯木場 対象:どなたでも 定員:20名 参加費:300円 申込み期限:8/1(火)
持ち物:昼食、飲み物、歩きやすい服装と靴

柚野地域づくり協議会
TEL/FAX

0835-58-0001
tkyuno@city.yamaguchi.lg.jp

11日(金・祝)
森林セラピールートを
巡る古道歩きツアー

和歌山

世界遺産に追加登録されたル-トを含め、高野の原生林の雰囲気などが楽しめるル-トです。
会場:高野山 集合時間:9:30 集合場所:一の橋案内所前 対象:ハイキングやトレッキングに親しまれて
いる方 定員:10名 参加費:4,200円(事前申込み制) 申込み期限:定員になり次第 持ち物:トレッキング
に適した服装、雨具、飲み物など(昼食付)

高野山寺領森林組合
0736-56-2828

11日(金・祝)

ふるさとの山へ登ろう！！
森を歩こう！！

～果無山脈最高峰・
冷水山から紀伊山地を
ぐるっとみよう～

和歌山

護摩壇山から熊野川まで連なる果無山脈の主峰「冷水山1262m」に登り、紀伊山地の景観を楽しみ、山に
親しむ一日とします。
会場:龍神村ヤマセミの郷 集合:午前7:00(現地登山口へは車の乗り合わせで移動)
対象:一般市民(小学生は保護者同伴～自力で集合場所に来られる方)
定員:30名(先着順。定員になり次第締め切ります) 参加費:1,500円(保険料・資料代・連絡費など)
申込み期限:7月末日 持ち物:飲み物、昼食、行動食、レインコートなど
http://www.aikis.or.jp/~kumanohyakuken/

スポーツショップオハナ
(電話・Fax ・直接来店)

田辺市朝日ヶ丘13-4   
T/F 0739-26-2378 

熊野百間渓谷自然学校
(E-mail )

kumano.hyakken@gmail.com

11日(金・祝)
香美神の頂に登ろう

兵庫

香美町内のふるさとの山や平家伝説ゆかりの地、約10か所を順次繋いで「のろしの合図」(発煙筒による)
を実施します。
申込み期間：7/30(日) ※詳細は香美町広報7月号参照(7月13日発行)

香美町ふるさと山の会
0796-97-2151

11日(金・祝)
13:30～16:00

県民白山講座山の日記念企画

白山の自然・文化を知る
石川

白山の自然について、植物や動物の専門家が最新の成果を交え話します。
会場:白山市民交流センター研修室 受付:13:00 対象:大人 定員:60名 参加費:無料 申込み:不要
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#days

白山自然保護センター
076-255-5321

11日(金・祝)
10:00～16:00

大台ヶ原地区
パークボランティア
自然観察ハイキング

奈良

パークボランティアが一緒に歩きながら、見どころや季節の動植物、自然再生の取組みなどをご紹介します。
開催地:東大台ヶ原 受付:9:40大台ヶ原ビジターセンター前 対象:小学生から一般(小学生は保護者同伴)
定員:20名(備考 小学生の保護者も含む) 参加費:100円(保険代) 申込み期限:先着順。定員に達してい
ない場合は当日受付可。 http://kinki.env.go.jp/to_2017/post_82.html

吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

11日(金・祝)
19日(土)･20日(日)
26日(土)･27日(日)

三峰山夏山ハイキング
奈良

夏の三峰山登山者へ、臨時のシャトルバス運行を行います。乗車特典としてみつえ温泉「姫石の湯」への
送迎バス無料乗車や「姫石の湯」入浴割引券＆タオルプレゼントを行っております。
集合:8:15榛原駅発のバスに乗車 バス料金として、大人:片道1,350円 小児:片道680円
持ち物:登山用の装備

三峰山の問合わせ
御杖村観光協会

0745-95-2070
直通バスの問合わせ

奈良交通お客様サ-ビスセンター

0742-20-3100

11日(金・祝)
27日(日)

12:30～15:00頃

川の中の生き物観察
大阪

箕面川ダムの周りをゆっくり歩きながら、野鳥のさえずりを聞き比べたり、夏の植物を楽しく観察しよう！
会場:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(家族向け) 定員:30名 参加費:100円(子ども無料)
申込み:必要 持ち物:長靴など

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

13日(日)
12:30～15:00頃

自然工作教室
大阪

箕面ビジターセンター講義室で、小さな木の実などの自然素材を使って、工作を楽しみましょう！
会場:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(家族向け) 定員:先着30名
参加費:1作品につき100円 申込み:不要 ※雨天決行(警報発表時は中止)

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

19(土)
9:30～12:00

第14回 家族DE工作
兵庫

どんぐりや松ぼっくりなど、山にある自然の材料を利用して木工工作にチャレンジしてみませんか。
会場:ワ-クハウス森林体験の森 対象:どなたでも(小学生以下は保護者同伴でお願いします。)
定員:先着100人 参加費:50円(保護者(見学者)の方も対象です。) 申込み期間:7/14(金)～8/7(月)
上郡町HPにて申込み用紙添付 sangyo@kamigori.lg.jp

森のわくわく倶楽部
(上郡町役場産業振興課)

0791-52-1116

19日(土)
10:00～16:00

大台ヶ原地区
アクティブ・レンジャー

自然観察会
奈良

大台ヶ原で活動するアクティブ・レンジャーが、自然再生の取組みや課題、動植物をご紹介します。
開催地:東大台ヶ原 受付:9:40大台ヶ原ビジターセンター前 対象:小学生から一般(小学生は保護者同伴)
定員:15名(備考 小学生の保護者も含む) 参加費:100円(保険代) 申込み期限:先着順。定員に達してい
ない場合は当日受付可。 http://kinki.env.go.jp/to_2017/post_82.html

吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

20日(日)
森の謎解き探検ツアー
～森の時間旅行～

大阪

イベント参加者が、地図やヒントを頼りに謎解きを進めていくことで、ストーリーが展開していくイベント。
集合:箕面ビジターセンター 対象:子どもから大人まで 定員:50名
参加費:300円(小学生以下無料) 申込み期限:開催日までに事前申込み 持ち物:山を歩ける服装、飲み物
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/minoo_fc/

非営利活動団体
vitalink(ｳﾞｨﾀﾘﾝｸ)
090-2613-0863

http://bit.ly/moritan17
dom.ari225@gmail.com

20日(日)
12:30～15:00頃

夏休み工作教室
大阪

夏休みの思い出づくりができる1日に。豊富な材料を使って、自由に工作をしましょう！
会場:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(家族向け) 定員:先着30名
参加費:1作品につき100円 申込み:不要 ※雨天決行(警報発表時は中止)

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#sisetsu
mailto:nishiazai.co@koti.jp
mailto:tkyuno@city.yamaguchi.lg.jp
http://www.aikis.or.jp/~kumanohyakuken/
mailto:kumano.hyakken@gmail.com
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#days
http://kinki.env.go.jp/to_2017/post_82.html
mailto:sangyo@kamigori.lg.jp
http://kinki.env.go.jp/to_2017/post_82.html
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/minoo_fc/
http://bit.ly/moritan17


8月

開催日時 イベント名・開催地 内容 問合せ

3日(日)
10:00～12:00

森からはじまる健やかライフ

～ノルディック
ウォーキング体験会～

山口

自然豊かな森林セラピー基地において、健康増進効果の高いノルディックウォーキングを体験します。
集合:旧野谷集会所 対象:どなたでも 定員:20名 参加費:500円(小中学生250円) 申込み期限:8/30(水)
持ち物:昼食、飲み物、歩きやすい服装と靴、(あれば)ノルディックウォーキングポ-ル
※ノルディックウォーキングポ-ルは貸出可 http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/

山口市徳地農林振興事務所

TEL 0835-52-1122 
FAX 0835-52-1301

tk-nourin@city.yamaguchi.lg.jp

3日(日)
9:00～17:00

山の日イベント
水源地の森ツアー

奈良

立ち入りが制限されている原生林を特別に訪れ、その魅力に触れるガイドツアーです。
集合:9:00 近鉄大和上市駅(予定) 対象:小学生から一般(小学生は保護者同伴) 定員:20名(小学生の保護
者も含む) 参加費:3,000円～4,000円程度/人(お弁当つき) 申込み:先着順
http://yoiyoi-kawakami.com/ (イベント情報は今後掲載予定)

山遊び塾 ヨイヨイかわかみ
https://coubic.com/yoiyoi

9日(土)
森の謎解き探検ツアー
～森の時間旅行～

大阪

イベント参加者が、地図やヒントを頼りに謎解きを進めていくことで、ストーリーが展開していくイベント。
集合:箕面ビジターセンター 対象:子どもから大人まで 定員:50名 参加費:300円(小学生以下無料)
申込み期限:開催日までに事前申込み 持ち物:山を歩ける服装、飲み物
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/minoo_fc/

非営利活動団体
vitalink(ｳﾞｨﾀﾘﾝｸ)
090-2613-0863

http://bit.ly/moritan17

dom.ari225@gmail.com 

10日(日)
12:30～15:00頃

自然工作教室
大阪

箕面ビジターセンター講義室で、小さな木の実などの自然素材を使って、工作を楽しみましょう！
会場:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(家族向け) 定員:先着30名
参加費:1作品につき100円 申込み:不要(当日受付) ※雨天決行(警報発表時は中止)

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

10日(日)
7:00開始

第16回ヒルクライム
大台ヶ原 since2001

奈良

国道169号線清流橋から林道辻堂山線を経て県道大台ヶ原公園川上線を山上駐車場までの登坂コースで行う
タイムトライアル。
会場:奈良県吉野郡上北山村河合～大台ヶ原駐車場 開始:7:00開始
受付:9日13:00～17:00上北山小中学校 対象:高校生以上の健康な男女で、本コースを規定の時間内に完走
できる自信のある方。(「親子」カテゴリ-の子のみ中学生以上)) 定員:800名(定員になり次第締め切り) 参
加費 :一般 :7,000円～ (傷害保険など ) 部門により異なります。 申込み :7/1(土 )～7/31(月 )
http://www.oodaigahara.com/

ヒルクライム大台ケ原事務局

TEL 07468-2-9007
FAX 07468-3-0265
(平日午前9時～午後5時)

申込みはスポーツエントリー
0120−711−951

ランネット
http://www.oodaigahara.com/

10日(日)
第３回大山キャリーダウン・

ボランティア

鳥取

頂上トイレに堆積した汚泥をボトルに詰め替えて人力（ボランティア）でふもとまで運びおろします。
会場：大山寺博労座 第４駐車場

鳥取県西部総合事務所
生活環境局生活安全課

0859-31-9320

17日(日)
12:30～15:00頃

箕面川ダム周遊
自然観察ツアー

大阪

箕面川ダムの周りをゆっくり歩きながら、野鳥のさえずりを聞き比べたり、夏の植物を楽しく観察しよう！
開催地:箕面ビジターセンター 対象:どなたでも(一般向け)定員:先着15名 参加費:100円(子ども無料)
申込み:不要(当日受付) ※少雨決行(警報発表時は中止)

NPO法人みのお山麓
保全委員会

072-724-3615

17日(日)
9:00～15:00

森林セラピー
山口健康登山
～十種ヶ峰～

山口

森の案内人のガイドで、山口県と島根県にまたがる十種ヶ峰(989ｍ)に登ります。頂上からは360度の展望
を楽しむことができます。登山口から山頂までの標高差は約600ｍ、歩行距離約7ｋｍです。
集合:山口市阿東地内現地駐車場 (※別途集合場所の地図を送付します) 対象: どなたでも 定員:20名
参加費:1,000円(小中学生500円) 申込み:8/15(火)～9/13(水) 持ち物:昼食、飲み物(※最低500ｍｌペッ
トボトル2本)、レジャーシート、セパレートタイプのカッパ(必須)、登山靴(必須※ハイカット推奨)、手袋
(※予備持参推奨)、虫よけなど。※眼鏡を使用の方は必ずスペアをご用意ください。
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/

山口市徳地農林振興事務所

TEL0835-52-1122 
FAX0835-52-1301

tk-nourin@city.yamaguchi.lg.jp

17日(日)
～

18日(月・祝)

第２回山ガールサミット
in鳥取大山

鳥取

日本百名山の大山を登るトレッキング、豊かな自然と文化に触れる散策ゲームをはじめファッションやアウ
トドアクッキングなど多彩な山の魅力を発見できるイベントを開催！
会場：大山博労座駐車場

鳥取県緑豊かな自然課
0857-26-7200

24日(日)
①9:30～12:00
②13:00～15:30

森林セラピー
ガイドツアー

～木登り体験会～
山口

公認インストラクタ-の指導のもと「木登り体験」を行います。専用のロープやサドルを利用して木に登り、
楽しく安全に、木や森、自然との一体感を味わう体験活動です。
会場:国立山口徳地青少年自然の家 対象:どなたでも 定員:各回12名 参加費:500円(小中学生250円)
申込み:8/15(火)～9/20(水) 持ち物:飲み物、動きやすい服装と靴(長袖、長ズボン推奨)
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/

山口市徳地農林振興事務所

TEL0835-52-1122 
FAX0835-52-1301

tk-nourin@city.yamaguchi.lg.jp

27日(水)
8:50～17:30
(西大台ツアー
は18:30まで)

上北山村
神秘の森 荘厳の山
「大台ヶ原を歩く」

奈良

地元ガイドや特別講師が大台ヶ原をご案内。西大台、東大台、自然再生の3コ-スより選んで参加できます。
集合:8:50 近鉄大和上市駅(9:00大和上市駅発大台ヶ原行きのバスにお乗りください)
対象:一般(大台ヶ原まで公共交通機関を使って来る方限定のイベントです)
定員:西大台ツアー18名、東大台ツアー10名、自然再生ツアー20名
参加費:西大台ツアー3,000円、東大台ツアー・自然再生ツアー2,000円※バス代(片道:大人2,000円 子ど
も1,000円)は参加費に含まれません。申込み期限:9/20(水) 持ち物:水筒、リュックサック、野外活動に適
した服装(帽子、手袋、長袖長ズボン、歩きやすい靴)、防寒具、雨具 など

上北山村地域活性化
イベント実行委員会
TEL:07468-2-0001
FAX:07468-3-0265

(平日9時～17時)

30日(土)
11:00~15:30

大台ヶ原・大杉谷の森林
再生応援団

奈良

大台ヶ原の森林再生の応援団を募り、トウヒやウラジロモミなどの母樹や稚樹を守る作業を行います。
受付:10:30 集合:大台ヶ原ビジターセンター前 対象:小学4年生以上(小中学生は保護者同伴)
定員:30名 申込み期限:8/10(木)～9/22(金)まで(予定)

近畿地方環境事務所
国立公園課

06-4792-0705

30日(土)～1日(日)

30日開始

由良川・大江川
SEA TO SUMMIT 2017

京都

人力のみで海(カヤック)、(自転車)、そして山頂(登山)へと進む中で、自然の循環について考える環境スポ-
ツイベントです。
対象:シングルの部:高校生以上 チ-ムの部:中学生以上 定員:300人 参加費:11,340円
申込み期間:7/28(金)～9/1(金) 持ち物:カヤック、自転車、登山の必要装備
http://www.seatosummit.jp/menu117/contents555

由良川・大江川SEA TO SUMMIT 
実行委員会

TEL 06-7670-3186
http://www.seatosummit.jp

開催日時 イベント名・開催地 内容 問合せ

24日(木)(予定)

9:30～15:00

山の日記念
第34回夏休み木工教室

和歌山

小学校高学年を対象とした森林教室及び木工教室。
会場:和歌山森林管理署 受付：9:30～ 対象: 小学校5・6年生 定員:30名
参加費:200円 申込み:7/24(月)～定員になり次第締め切り

和歌山森林管理署
TEL 0739-22-1460
FAX 0739-25-5433

26日(土)
横輪川の生き物観察会

三重

横輪川は神宮林を源とし、宮川へ注ぎます。夏の暑い盛りでも比較的水温が冷たく、水が美しいのできれ
いな水質を好む生き物たちがたくさん住んでいます。夏休みの最後の思い出を作りませんか。
会場:みどり保育園前 対象:小学生以上20名 参加費:大人200円 小人100円 受付:7/26(水)～
http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/event_info/index1.html (受付開始後に詳細アップロード)

伊勢志摩国立公園
自然ふれあい推進協議会

0599-44-0567

29日(火)
10:00～15:00

平成29年度
ドコモ『環境学習会』

広島

自然を未来に残すための環境保護の大切さについて、森や環境に関する学習会、間伐木竹を利用した木工
工作を実施します。
集合:国民宿舎 野呂山高原ロッジ及び周辺公園 受付:9:30～ 対象:小学4年生～6年生の子どもと保護者
定員:30組(60名程度) 参加費:無料 往復はがきに住所・氏名・連絡先電話番号・参加人員・参加のお子
様の学年を記入のうえ送付 申込み期限:7/28(金)当日消印有効

｢ドコモ環境学習会｣事務局

〒730-0037
広島市中区中町8－12

(株)広告通信社内

9月

http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/
mailto:tk-nourin@city.yamaguchi.lg.jp
http://yoiyoi-kawakami.com/
https://coubic.com/yoiyoi
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/minoo_fc/
http://bit.ly/moritan17
http://www.oodaigahara.com/
http://www.oodaigahara.com/
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/
http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/
mailto:tk-nourin@city.yamaguchi.lg.jp
http://www.seatosummit.jp/menu117/contents555
http://www.seatosummit.jp/
http://chubu.env.go.jp/nature/yokoyama/event_info/index1.html


開催日時 イベント名 内容 問合せ

7日(土)～15日(日)

9:00～16:30
秋の中宮 紅葉days

石川

紅葉真っ盛りの観察路で自然ガイドを行います。秋の木の実を使ったクラフトも行います。
会場:中宮温泉ビジターセンター 対象:どなたでも 参加費:無料 申込み:不要
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#days

白山自然保護センター
076-255-5321

7日(土)・8日(日)
※いずれか

「山の日」記念事業わかさ
氷ノ山 山フェス２０１７

鳥取

自然・食・音楽を氷ノ山国定公園の雄大な自然の中で満喫できるイベントを実施します。
会場：わかさ氷ノ山

若桜町産業観光課
0858-82-2238

15日(日)
10:00～16:00

大台ヶ原地区
パークボランティア
自然観察ハイキング

奈良

パークボランティアが一緒に歩きながら、見どころや季節の動植物、自然再生の取組みなどをご紹介します。
開催地:東大台ヶ原 受付:9:40大台ヶ原ビジターセンター前 対象:小学生から一般(小学生は保護者同伴)
定員:20名(小学生の保護者も含む) 参加費:100円(保険代) 申込み期限:先着順。定員に達していない場合
は当日受付可。 http://kinki.env.go.jp/to_2017/post_82.html

吉野自然保護官事務所
0746-34-2202

21日(土)
10:00～

北摂里山ウォーク
兵庫

都会近くに残された里山をはじめとする北摂地域一帯の自然の魅力を多くの来訪者に楽しんでもらうため、
ウォ-キングイベントを開催します。
集合:三田市役所 申込み:不要 http://www.hitosato.com/walk/

北摂里山博物館運営協議会

0797-83-3114

22日(日)
9:00～15:00

紅葉の市ノ瀬散策と
エコバック作り

石川

専門家の話を聞きながら、秋の市ノ瀬を散策します。葉をプリントして、自分だけのエコバッグも作ります。
会場:市ノ瀬ビジターセンター 受付:8:30 対象:小学生以上(小学生は保護者同伴) 定員:20名
参加費:無料 定員になり次第締め切り http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#sisetsu

白山自然保護センター
076-255-5321

22日(日)
10:00～16:00

水都おおさか森林の市
2017
大阪

森林・林業にふれる体験型イベント。木製品や特産品の展示・販売、クラフト体験、イノシシの丸焼き、シ
カ肉の試食 and more！
会場:毛馬桜之宮公園・近畿中国森林管理局 一部事前申込み
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/koho/event/morinoichi/

水都おおさか森林づくり･
木づかい実行委員会事務局

06-6881-3484

24日(火)
13:30～15:30

白山の歴史と楽しみ方
石川

石川県の歴史・文化・自然について、能登とのつながりにも触れながら話します。
会場:石川県立生涯学習センター能登分室 受付:13:00～ 定員:大人40人 参加費:無料 申込み:電話
※9/25(月)~受付 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#days

白山自然保護センター
076-255-5321

開催日時 イベント名 内容 問合せ

3日(金・祝)
第8回 嵯峨谷里めぐり

ハイキング
和歌山

なだらかな山道で眺望を楽しみながら、ふるさと体験村を目指します。地元農産物の販売やもちまき大会、
木工教室など楽しいイベントがいっぱいです。
集合:ＪＲ高野口駅「エコパーク紀望の里」 参加費:1,000円(小学生以下無料) 申込み期限:10/27(金)

橋本市経済推進部農林振興課

0736－33－6113

11日(土)
9:00～14:00

～おおさか山の日～
里山ハイキング・
間伐体験イベント

大阪

山に親しんでもらうことを目的として、里山ハイキング・間伐体験のほかにも、クラフト体験などが楽しめ
ます。
会場:雨山野外活動ふれあい広場 受付:8:30 対象:一般 申込み:要 定員:各50人(先着順)
参加費:300円(3歳以上) 申込み期限:10/2(月)～10/31(火) 持ち物:弁当、水筒、雨具、タオルなど

熊取町住民部産業振興課

072-452-6050

11日(土)
10:00～14:00

二上山クリーンハイキング

大阪

クリーンハイキングを実施します。
集合:9:30 万葉の森 岩屋登山口 対象:どなたでも 定員:300人 申込み:不要(当日受付)
持ち物:弁当・雨具など

太子町・太子町自然を守る会
(太子町まちづくり推進部

地域整備課)

0721-98-5523

11日(土)～12日(日)
11日開始

三重 紀北
SEA TO SUMMIT 2017

三重

人力のみで海(カヤック)、(自転車)、そして山頂(登山)へと進む中で、自然の循環について考える環境ス
ポーツイベントです。
対象:シングルの部:高校生以上 チームの部:中学生以上 定員:300人 参加費:11,340円
申込み:9/11(月)～10/12(木) 持ち物:カヤック、自転車、登山の必要装備
http://www.seatosummit.jp/menu117/contents555

三重 紀北 SEA TO SUMMIT
実行委員会

06-7670-3186
http://www.seatosummit.jp

23日(木・祝)
9:00～17:00

紅葉の吉野山
ハイキング

奈良

日本一の桜の名所・吉野山を地元ガイドとともに訪れ、その歴史や桜の由来について学びながら、紅葉のハ
イキングを楽しみます。
集合:9:00 近鉄大和上市駅(予定) 対象:小学生から一般(小学生は保護者同伴) 定員:20名(備考 小学生
の保護者も含む)参加費:2,000円～3,000円程度/人(お弁当つき) 申込み:先着順
http://yoiyoi-kawakami.com/ (イベント情報は今後掲載予定)

山遊び塾 ヨイヨイかわかみ
https://coubic.com/yoiyoi

10月

11月

開催日時 イベント名 内容 問合せ

通年
熊野古道「大門坂を歩こう」

プログラム

和歌山

熊野古道の中でも最もいにしえの雰囲気を残す「大門坂」をスタ-トし、「熊野那智大社」「青岸渡寺」「那
智の滝」などの名所を語り部さんと一緒に2時間ほど歩くプログラムです。
集合:8:00休暇村南紀勝浦 8:50大門坂駐車場 対象:5歳以上 定員:最少催行人数2名より
参加費:1,000円(別途 路線バス代が240～930円要) 申込み期限:前日15時まで 申込み先:休暇村南紀勝浦
https://www.qkamura.or.jp/katsuura/activity/

休暇村南紀勝浦
ＴＥＬ0735-54-0126
ＦＡＸ0735-54-1069

11月まで
10:00～15:00

ネイチャークラフト
岡山

木の枝や松ぼっくりなどをホットボンドで組み合わせてオリジナルのクラフトを作成します。
集合:14:00まで レストハウス白樺の丘 対象:4歳から 定員:10名 参加費:100円
申込み:当日受付可 http://www.qkamura.or.jp/hiruzen/activity/

休暇村蒜山高原
レストハウス 白樺の丘

0867-66-2501

7月22日～

9月30日
の毎週土曜日

20:00～

スターライトウォーク
夜のお散歩会

広島

満天の星空が広がる夜の休暇村帝釈峡の園内を、アドベンチャ-気分を味わいながら散策します！
集合:19:50 休暇村帝釈峡ロビー 申込み:不要

休暇村帝釈峡
08477-2-3110

毎日
バードコール作り

福井

好きな形の桜の木と好きな色の紐とネジを選びます。木の真ん中に穴が空いているので、音が鳴るまでネジ
を回しいれます。音が鳴れば完成です。また、木の周りに絵や色を塗って自分だけのオリジナルバ-ドコ-ル
が作れます。
申込み:休暇村越前三国フロント 参加費:300円 https://www.qkamura.or.jp/echizen/activity/

休暇村越前三国
0776-81-7400

7月～9月の晴
れている土曜日

20:00～

ナイトハイク
～夜のお散歩会～

広島

夜になると周りは真っ暗。虫の音、風の音、動物たちの気配、輝く星空…都会では味わえない夜の散歩会。
集合:20:00 休暇村吾妻山ロッジ 参加費:無料 申込み:当日20時までに休暇村吾妻山ロッジフロントもし
くはお電話 https://www.qkamura.or.jp/azuma/activity/

休暇村吾妻山ロッジ
0824-85-2331

毎月第二日曜日

10:00～12:00
横山展望台ガイド

三重

横山展望台では、伊勢志摩国立公園パークボランティアによる無料ガイドを実施しています。展望台から見
えるいろいろな景色や、咲いている花などの解説を行います。
集合場所:横山ビジターセンター 申込み:不要(当日参加)

伊勢志摩国立公園
パークボランティア

連絡会事務局

0599-44-0567

随時

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#days
http://kinki.env.go.jp/to_2017/post_82.html
http://www.hitosato.com/walk/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#sisetsu
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/koho/event/morinoichi/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/event/info/h29/event.html#days
http://www.seatosummit.jp/menu117/contents555
http://www.seatosummit.jp/
http://yoiyoi-kawakami.com/
https://coubic.com/yoiyoi
https://www.qkamura.or.jp/katsuura/activity/
http://www.qkamura.or.jp/hiruzen/activity/
https://www.qkamura.or.jp/echizen/activity/
https://www.qkamura.or.jp/azuma/activity/

