
よしくまの 
山・川・海をあそぶ 

イベントカレンダー 
2016.5～7 

吉野熊野国立公園「よしくま」は、 
山・川・海の自然をまるごと楽しめる公園です。 
今年２月１日に指定80周年を迎え、昨年9月には、 
串本町からみなべ町にかけて大きく拡張しました。 
この８０周年＆拡張を記念して、よしくまの自然を 
楽しむイベントをカレンダーにまとめました！ 
ぜひ、ご家族そろってご参加ください！ 

環境省 近畿地方環境事務所 国立公園課（06-4792-0705) 
                   熊野自然保護官事務所（0735-22-0342） 
                   吉野自然保護官事務所（0746-34-2202） 
                   田辺自然保護官事務所（0739-23-3955） 



月 開催日 場所 イベント名 内容 お問い合わせ 

5 
月 

4/1(金) 
～5/8(日) 

吉野町 吉野大峯写真展 

国立公園として守り継がれる吉野大峯地域の美しい自然、厳しい 
山岳修行の行場など、歴史文化を是非ご覧下さい。 
場所：吉野町吉野山ビジターセンター(金峯山寺聚法殿) 
時間：9:00～16:00 

吉野町(0746-32-3081) 
金峯山寺(0746-32-8371) 

吉野自然保護官事務所 
(0746-34-2202) 

４/1(金)～ 
８/31(水) 

よしくま
全域 

よしくまフォトラリー  
春夏シーズン 

「よしくま」の名所や物産品を巡るフォトラリーです。達成特典に応じた
ステキな賞品もあります！ 
参加費：2100円（和佐又山ヒュッテで受付） 
参加方法：HP（yoshikuma.jｐ）、又は和佐又山ヒュッテで受付 

よしくまプロジェクト 
yoshikuma.jｐ 

４/21(木)～
11/30(水) 

上北山村 
吉野熊野国立公園 
指定80周年企画展 

吉野熊野国立公園にまつわる、過去の写真や地図等を展示します。 
場所：大台ヶ原ビジターセンター展示ホール   時間9:00:～17:00 

吉野自然保護官事務所 
TEL:0746-34-2202 
FAX:0746-34-2204 

8(日) 吉野町 
吉野川紀の川しらべ隊  

吉野山のコケをしらべよう 

吉野川（吉野駅～七曲りの坂）の身近なコケを観察し、大気などの自然環
境を学びます。 参加費：500円（ガイド料込み） 
時間：13：30～16：30  集合場所：近鉄「吉野駅前」 
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

森と水の源流館 
TEL：0746-52-0888 
FAX：0746-52-0388 

 http://www.genryuu.or.jp/ 

15(日) 新宮市 第6回千穂ヶ峰を歩こう 

市街地からも身近な世界遺産コアゾーンの森で、自然の豊かさを満喫しな
がら山歩きの楽しさを見つけましょう。 
集合時間：9：00 ※雨の場合は、22日（日）に延期 
集合場所：松巌院駐車場（新宮市別当屋敷地内旧タバコ産業跡） 

新宮市教育委員会 
TEL：0735-23-3366 
FAX：0735-21-5298 

15(日) 
白浜町 

すさみ町 
中世の軍事道 

安宅坂・500円ウォーク 

安宅坂登り口から峠の地蔵、太間地、王子神社などを巡る、日置駅～周参
見駅間の新緑の林とミツバツツジで季節を感じる約13kmのウォークです。
日置川流域とすさみ湾の展望が楽しめます。 
時間：９：00～１６：３０頃  集合場所：日置駅 
参加費：５００円（保険料・ガイド料込）  
申込〆切：5月13日（金） ※昼食はご持参ください。 

熊野人倶楽部  
090-9548-9299（串上） 
090-8575-8505（阪中）  

22(日) 上北山村 
第3回大台ケ原マラソン  

in かみきた 

普段歩いたり、走ったりできることのない「大台ケ原ドライブウェイ」。
この地ならではの登坂コースを利用した標高差941mのハーフマラソン
をお楽しみ下さい！ 
スタート時間：9：00スタート（受付：7：00～8：00) 
参加費：4000円   参加対象：大会当日満20歳以上 

アウトドアチャレンジレース
実行委員会 

TEL:07468-2-0001 

６ 
月 

6/11(土)～
7/7(木) 

吉野町 あじさいまつり 

あじさいを見ながら、世界遺産の吉野山を楽しみませんか。6月25日・
26日の10時～16時は、お土産などのお買いものスタンプが3つ集めて
すてきな賞品が当たる抽選会を実施します。 
場所：七曲りあじさい園（抽選会場は七曲り無料休憩所） 

吉野山観光協会 
TEL:0746-32-1007 

http://www. 
yoshinoyama-sakura.jp/ 

12(日)  上北山村 
大台ケ原地区 

パークボランティア 
自然観察ハイキング 

大台ケ原をよく知るパークボランティアと一緒に、森の中を散策し。東大
台ケ原の雄大な自然の裏側をのぞきます。 
※7/24、8/11も実施予定 
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 
時間：10：00～16：00（受付開始9：40） 
集合場所：大台ケ原ビジターセンター前 
参加費：１００円（保険代として） 

吉野自然保護官事務所 
TEL:0746-34-2202 
FAX:0746-34-2204 
http://kinki,env.go.jp/ 

index.html 

12(日) 新宮市 

熊野学講座  
第33回自然探訪スクール 
「顕微鏡で見るミクロの世

界」 

小さな虫や動植物を顕微鏡でのぞき普段は見ることができないミクロの世
界を観察します。 
対象：熊野地域在住の方で自然に興味がある人（小学3年生以上） 
参加費：500円  時間:9:00～12:00 
開催場所：高田地区（新高田会館） 申し込み〆切：6月9日 

新宮市教育委員会 
文化振興課 

TEL:0735-23-3368 
FAX:0735-23-3370 

７ 
月 

２（日） 
那智 

勝浦町 

熊野学講座  
第33回自然探訪スクール 

「灯りに集まる昆虫」 

宇久井半島の自然の中で灯火採集を行い、どんな虫が生息しているかを学
びます。 
対象：熊野地域在住の方で自然に興味がある人（小学3年生以上） 
参加費：500円   時間:19:00～21:00 
開催場所：吉野熊野国立公園 宇久井ビジターセンター  
申込み〆切：6月30日 

新宮市教育委員会 
文化振興課 

TEL:0735-23-3368 
FAX:0735-23-3370 

5(火) 
～7(木) 

吉野町 
吉野山七夕笹かざり 
蓮華会蛙飛び行事 

梵焼 

金峯山寺聚法殿（吉野山ビジターセンター）と吉野駅に設置した短冊に願
い事を書いてください。（抽選で賞品プレゼント）7日は、大青ガエルの
太鼓台が町内を練り歩き、金峯山寺蔵王堂の前で人間に戻されるという
「蛙飛び行事」をお楽しみ下さい。8日は、梵焼が行われます。  
場所：金峯山寺 

吉野山観光協会 
0746-32-1007 

http://www. 
yoshinoyama-sakura.jp/ 

金峯山寺 
0746-32-8371 

1０（日） 古座川町 樫山ウォーク 

樫山住居跡から町道沿いの渓谷や手堀りトンネル、植物などをみながら
ウォーク。ウォーク初心者大歓迎！ 
集合時間：８：３0（ウォークは９：００～１５：００頃） 
集合：南紀月の瀬温泉ぼたん荘  参加費：４０００円（昼食・温泉券付） 

古座川街道やどやの会 
0735-７２-０３７６ 

24（日） 上北山村 
大台ケ原地区 

パークボランティア 
自然観察ハイキング 

大台ケ原をよく知るパークボランティアと一緒に、森の中を散策し。東大
台ケ原の雄大な自然の裏側をのぞきます。 
※6/12、8/11も実施予定 
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 
時間：10：00～16：00（受付開始9：40） 
集合場所：大台ケ原ビジターセンター前 
参加費：１００円（保険代として） 

吉野自然保護官事務所 
TEL:0746-34-2202 
FAX:0746-34-2204 
http://kinki,env.go.jp/ 

index.html 

よしくまの「山」を楽しむイベント 



月 開催日 場所 イベント名 内容 お問い合わせ 

5 
月 

8（日） 新宮市 
熊野学講座 第33回 

自然探訪スクール 
「緑映える高田一の滝｣ 

高田地区の新緑が映える大自然の中での植物観察を楽しみます。 
対象：熊野地域在住の方で自然に興味がある人〈小学校3年生以上） 
   参加費：500円・時間:9:00～12:00 
開催場所：高田地区（新高田会館）・申し込み締め切り：５月２日 

新宮市教育委員会 
文化振興課 

TEL:0735-23-3368 
FAX:0735-23-3370 

15(日) 古座川町 
清流小川ウォークと 

滝ノ拝散策 

和歌山県の清流を代表する古座川の上流小川（こがわ）沿いを自然観察し
て歩きます。宝音寺のケヤキ造りの本堂や地獄絵図などを見学し、河原で
せせらぎを聞きながらお弁当を後半範は山上の街道を滝ノ拝まで歩きます。 
集合時間：８：３0（ウォークは９：００～１５：００頃） 
集合：南紀月の瀬温泉ぼたん荘  参加費：４０００円(昼食・温泉券付) 

古座川街道やどやの会 
0735-７２-０３７６ 

15(日) 古座川町 
第16回 古座川 

クリーンアップ大作戦！ 

雄大な流れと美しい景観を誇る古座川をカヌーツーリングしながら流域の
ゴミ拾いを行うイベントです。 ※カヌーレンタルは別途2500円 
集合時間：８：０0（イベントは９：００～１５：００頃） 
参加費（昼食代・保険料込）：２０００円（小学生以下1000円） 
場所：南紀月の瀬温泉ぼたん荘  

古座観光協会 
0735-７２-０645 

６ 
月 

1(日) 新宮市 
Rock＆Water 

2016・春のジオツアー 

岩山と兵連の滝を楽しむ春のジオツアー。岩と「水の国、わかやま。」を
楽しみましょう！ ※対象：中学生以上 
時間：9：30～15：00   集合場所：小口自然の家 
参加費：２５００円（昼食代込み） 
申込〆切：5月27日（金） 

南紀熊野ジオパーク推進協議
会 

TEL：073-441-2780 
FAX：073-433-3590 

1２(日) 古座川町 大桑の歴史探訪と滝めぐり 

古座川町のほぼ中央に位置する大桑で、かつての大資産家「伊東家」の軌
跡をたどります。屋敷跡の立派な石垣を見たあと広大な棚田跡や猪垣、落
差30mある滝などをめぐります。 
集合時間：８：３0（ウォークは９：００～１５：００頃） 
集合場所：南紀月の瀬温泉ぼたん荘 
参加費：４０００円（昼食・温泉券付） 

古座川街道やどやの会0735-
７２-０３７６ 

よしくまの「海」を楽しむイベント 

月 開催日 場所 イベント名 内容 お問い合わせ 

5 
月 

8(日) 白浜町 
市江崎クルージングと 

ホテルランチ 

市江漁港より出発し、伊勢ヶ谷～椿温泉～見草志原をクルージングしま
す！お昼はホテルリヴァージュスパでホテルランチをいただきます。午後
は志原海岸の洞窟を散策。最後は温泉でゆっくり癒やされましょう。 
集合時間：９：３0（出港１０：００） 
集合場所：市江漁港（白浜町日置） 
参加費：５０００円（乗船・昼食・温泉・保険料・ガイド料込） 
申込〆切：5月6日（金） 

熊野人倶楽部  
090-9548-9299（串上） 
090-8575-8505（阪中）  

14(土) 田辺市 
シーカヤックフェスタ 

内之浦湾に漕ぎだそう！ 
in SHINJO  2016春 

シーカヤックに乗って、自然豊かな内之浦湾に漕ぎだそう！いつも陸から
見ている景色を、シーカヤックで海の上から見れば新しい発見があるか
も！？老若男女大歓迎です！※未成年者の方は、保護者の承諾が必要です。 
時間：１０：30～1２：００ 
集合場所：まるちょうボートステーション（新庄町北内之浦3143-8） 
定員：先着20組（事前申込で達しなかった場合、当日受付もあり） 
対象：どなたでも参加可能（小学生は保護者同伴） 
参加費（保険代込)：大人500円、小中高生２００円 
参加方法：事前申込みは、FAXまたはHPからメールフォームで送信。 

新庄・わがまち 
自然再発見の会 事務局 
（田辺市新庄公民館内） 
TEL：0739-22-1606 
FAX：0739-23-1648 

 seakayaksinjo.blog.fc2.co
m/ 

21(土) 白浜町 美熊野 渚ウォーク 

素足で砂浜を歩く志原海岸の渚ウォーク、温泉などの美体験で癒やされ美
しく生まれ変わって、新しい自分に出会いませんか？手作り体験は、「紀
州藍染め」か「潤い石鹸づくり」を選べます！ 
時間：9：45～15：30 
集合場所：リヴァージュ・スパひきがわ 
参加費：５６００円（藍染め）、４３００円（石鹸作り） 
申込〆切：5月18日（水）  ※雨の場合は、22日（日）に延期 
Facebook：https://www.facebook.com/kumanogeotherapy 

南紀熊野ジオパーク推進協議
会 

TEL：073-441-2780 
FAX：073-433-3590 

21(土) 串本町 

第9回地質の日記念イベント 
『地層ってこんなもんだ 

ジオサイト 
「和深海岸」・「江田海岸」 

を訪ねて～』 

毎年5月10日は「地質の日」。全国各地で地質に関するイベントが実施
されています。9回目となる今年は、これぞ「地質」といった景観が楽し
める、和深海岸・江田海岸に皆様をご案内いたします。 
時間：１０：００～１５：３０〈9:30～受付開始） 
集合場所：串本町立文化センター ※昼食はご用意ください 
参加対象：海岸の岩場を歩ける方。小学生は保護者同伴 
参加費：100円（保険料）   申込み〆切：5月13日 

吉野熊野国立公園 
宇久井ビジターセンター 
TEL:0735-54-2510 
FAX:0735-54-1540 

22(日) すさみ町 
くろしま道 

自然保護観察会 

黒島トンネル東側入り口から、県畜産資源場前までの見老津の旧国道と、
海に広がる千畳敷を自然観察をしながら歩きましょう。海面からの高さは
５０ｍ。枯木灘の展望を楽しみましょう。サザエのふるまいもあります。
特定外来生物のナルトサワギクについても一緒に考えましょう！ 
時間：9：30集合（15：00頃まで） 
集合場所：県畜産資源場前のイノブータンの像のある広場 
参加費：1000円（保険・資料代込み） 申込〆切：5月21日 

大辺路刈り開き隊 
:090-7042-3418 

よしくまの「川」を楽しむイベント 



月 開催日 場所 イベント名 内容 お問い合わせ 

6 
月 

4(土) 田辺市 田辺湾クリーン作戦！ 

昨年９月に吉野熊野国立公園「よしくま」に指定された田辺湾を一
緒にきれいにして、夏を迎えませんか？ 
時間：13:30から１時間程度 
場所：元島・天神崎地区、跡の浦地区、鳥の巣地区、会津川河口地
区、扇が浜地区 
※荒天の場合、6/5(日)に延期。※熱中症に注意してご参加ください。 

田辺市 環境課 
0739-26-9927 

5(日) 田辺市 
第72回天神崎自然観察教室 

（無料） 

天神崎の海辺で、岩の間や水の中に上手に隠れている、エビやカニ、
貝、ナマコなどの生きものを探してみよう！さわれるかな？ 
時間：9：30～1２：00（希望者は午後、日和山へご案内） 
集合場所：天神崎先端の広場（丸山の見える場所） 
申込〆切：5月27日（金） 対象：小学3年生以下は保護者同伴です。 

天神崎の自然を 
大切にする会 

TEL:0739-25-5353 
FAX:0739-25-5385 

5(日) 田辺市 
吉野熊野国立公園 

鳥の巣海岸清掃ウォーク 
（無料） 

吉野熊野国立公園の鳥の巣半島の泥岩岩脈の海岸のゴミ拾って観察
しながら、世界環境デー（6/5）を盛り上げよう！ 
時間：10：00～1２：00 集合場所：内之浦港P/L 
申込〆切：６月３日（金） 

熊野人倶楽部  
090-9548-9299（串上） 
090-8575-8505（阪中）  

7月 

3(日) 湯浅市 白崎海岸と湯浅街中散策 

初夏の白崎海岸、由良虚無僧寺、湯浅街中散策、稲村の火館をめぐ
ります。田辺駅・白浜駅からバスで向かいます。 
時間：８：00（白浜駅）、８：３０（田辺駅）～１７時頃 
参加費：５０００円（昼食・施設見学・ガイド・保険・バス代込） 
申込〆切：７月１日（金） 

熊野人倶楽部  
090-9548-9299（串上） 
090-8575-8505（阪中）  

23(土) 
那智 

勝浦町 
新宮市少年少女発明クラブ 

第４回海ホタルの採集と観察 

理科や科学、ものづくりに関心を持ち、楽しく自由な発想で様々な
製作活動、野外活動に毎月（年間１２回）取り組みます。7月は那智
勝浦町での海蛍の採集と観察を行います。 
集合場所：新宮市浮島児童館 
対象：新宮市在住の小学4年生から6年生数名 年間費：4000円 

新宮市少年少女発明クラブ 
:0735-23-3366 

24(日) 白浜町 
わかやま海洋環境体験学習 

（無料） 

小学校３～6年生の子供向けのイベントです。スノーケリングで、サ
ンゴや生きものを見て、海の環境について考えてみよう！夏休みの
自由研究にもなるよ！ 
時間：13：０0～16：30  参加費：無料 
集合場所：シーマンズビーチ（白浜町291-1） 
対象：小学３～6年生で白浜町及び隣接市町村にお住まいの方 
※申込方法：申込書に記入して、FAXでお申し込みください。 

自然体験学習支援センター
FAX：020-4622-9520 
MAIL:taiken.sc@gmail.com 

※お問い合わせは、 
メールでお願いします。 

 

31(日) 田辺市 

 
16th ゆるゆるGEO CAFÉ 

内之浦湾のシーカヤック 
  

 

内之浦湾でシーカヤックで遊びましょう。インストラクターの事前
指導のあと、海へくりだします。海で遊んだ後は、海鮮御膳ランチ
をいただきます。 
時間：９：00～１３：３０頃 
参加費：６０００円（カヤック体験、昼食・保険料込） 
申込〆切：７月２９日（金） 

熊野人倶楽部  
090-9548-9299（串上） 
090-8575-8505（阪中）  

31(日) 串本町 
熊野学講座  

第33回自然探訪スクール 
「潮岬の磯の生き物｣ 

串本潮岬の潮だまりの中に生息する磯の生き物を観察します。 
対象：熊野地域在住の方で自然に興味がある人（小学3年生以上） 
参加費：500円  時間:9:30～12:00 
開催場所：潮岬（潮岬観光タワー前集合）申し込み〆切：7月２8日 

新宮市教育委員会 
文化振興課 

TEL:0735-23-3368 
FAX:0735-23-3370 

吉野熊野国立公園「よしくま」 
 
幽玄の山々、深い渓谷、黒潮流れる南海。 
～森里川海のつながりと悠久の歴史・文化に出会う～ 
 
よしくまは、昭和１１年2月1日に指定され、今年80周年を迎えました。 
 
三重、和歌山、奈良の３県にまたがり、紀伊半島の山、川、海のつながりと、 
 
これらの自然の中で育まれた信仰や文化などの特徴をあわせもつ国立公園です。 
 

国立公園区域 

よしくまイベントカレンダー 
 
国立公園は、自然の中で遊ぶ公園です。 
 
80周年＆拡張を記念して、よしくまの自然を楽しむイベントを、 
 
カレンダーにまとめて今後も発信していく予定です。  
 
ぜひお楽しみ下さい！ 


