よしくまの山・川・海をあそぶ

イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー
2016.8～10
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。
昨年9月に串本町～みなべ町にかけて公園区域が大きく拡張し、今年2月１日には指定80周年を迎えました。
この８０周年＆拡張を記念して、紀伊半島の自然を楽しむイベントを、よしくまパートナーシップイベントとして、
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♪

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
「森林セラピー」とは医学的根拠に基づく一歩進んだ森林浴効果のことです。
森の魅力をよく知る「美林案内人」がゆったりとご案内いたします。

～11月

6(土)

吉野町

天川村

吉野町森林セラピー
体験ツアー

親子で挑戦！
ヒンヤリ鍾乳洞と
名水のひみつ

集合場所：吉野町観光案内所 9:30集合
定員：各回15名(最小催行人数4名)
料金：5050円(昼食、ガイド料、送迎、おやつ、保険代)
対象：15歳以上
開催日はホームページ参照

真夏なのに洞窟の中はヒンヤリ、いや寒い！関西では珍しい鍾乳洞探検(2ヶ所)と
有名な名水のひみつ？
時間：13:00～16:00
開催場所：洞川エコミュージアムセンター
参加費：2000円(小中学生半額・温泉入浴券付)

大杉谷の「仙人」と呼ばれる名物ガイドとマウンテンバイクで寄り道
しながらのんびりと大杉谷を満喫するツアー。
7(日)

大台町

「仙人」と巡る大杉谷
みちくさサイクリングツアー

8
月

集合場所：大杉谷登山センター
時間：9:30～15:30
参加費：3500円(ガイド料、自転車レンタル料込み)※昼食持参
定員：5名(自転車持ち込みの場合は、定員以上でも参加可能)
対象：自転車(マウンテンバイク)に乗れる方

お問い合わせ
(一社)吉野ビジターズビューロー
森林セラピー事務局
Tell：0746-34-2522
Fax：0746-39-9238
HP：http://yoshino-kankou.jp/therapy

天川村役場
Tell：0747-63-0321

公益財団法人
大杉谷登山センター
Tell：0598-78-3338
Mail：o-tozan@ma.mctv.ne.jp
HP：http://oosugidani.jp/

地元ガイドや特別講師が大台ヶ原をご案内。①東大台、②西大台、③自然再生の
3コースより選んで参加します。
11
(木･祝) 上北山村
山の日

11
(木･祝) 上北山村
山の日

神秘の森･荘厳の山
「大台ヶ原を歩く」

和佐又YAMA
フェスティバル

集合場所：近鉄大和上市駅(8:50 全コース共通)
定員：①コース10名、②コース18名、③コース20名
参加費：①･③コース2000円、②コース3000円
対象：一般(小学生から参加可 小学生は保護者同伴)
申し込み締め切りは8/4(木)。

昼も夜も楽しいプログラム多数。山の幸ジビエをはじめ飲食出店あり。
子供から大人まで1日中楽しめます！
開催場所：和佐又山ヒュッテ周辺
時間：8/11 10:00 ～ 8/12 12:00まで
申し込み不要、どなたでも参加できます。

初めての山の日は大杉谷でちょこっと登山と川遊びで楽しみませんか？
大杉谷渓谷と清流宮川の満喫ツアー！
11
(木･祝)
山の日

大台町

ふるさとの山にのぼる
「ちょこっと
大杉谷登山と川遊び」

集合場所：大杉谷登山センター
時間：8:00～15:00
参加費：1000円(小中学生500円)
定員：25名程度
対象者：大台町と近隣市町 小中学生は保護者同伴
10km程度のウォーキングが可能な方

大杉谷の「仙人」と呼ばれる名物ガイドとマウンテンバイクで寄り道しながら
のんびりと大杉谷を満喫するツアー。
4(日)

大台町

「仙人」と巡る大杉谷
みちくさサイクリングツアー

9
月

集合場所：大杉谷登山センター
時間：9:30～15:30
参加費：3500円(ガイド料、自転車レンタル料込み)※昼食持参
定員：5名(自転車持ち込みの場合は、定員以上でも参加可能)
対象：自転車(マウンテンバイク)に乗れる方

上北山村地域活性化
イベント実行委員会
Tell：07468-2-0001

和佐又YAMA
フェスティバル実行委員会
Tell：07468-3-0027
Mail：wasamata.fes@gmail.com

公益財団法人大杉谷登山センター
大台町観光協会
アウトドアプログラムVerde
Tell：0598-84-1050
Mail：info@web-odai.info
HP：http://oodugidani.jp/
HP：http://web-odai.info/verde/

公益財団法人
大杉谷登山センター
Tell：0598-78-3338
Mail：o-tozan@ma.mctv.ne.jp
HP：http://oosugidani.jp/

夜のひき岩群で探検！どんな虫の声がきこえるかな?耳をすませてきいて見よう！
10(土)

田辺市

ひき岩群ふるさと自然公園
センター自然観察教室
「鳴く虫の観察」

時間：19:00～20:30
場所：ふるさと自然公園センター(和歌山県田辺市稲成町1629)
参加費：無料
対象：小・中・高生、一般(小・中学生は保護者同伴)
持ち物：懐中電灯、ビニール袋など
服装：長ズボン、長袖、長靴、手袋
申込方法：前日までに右記お問い合わせ先まで、住所・氏名・年齢・電話番号を連絡。

ふるさと自然公園センター
Tell＆Fax：0739-25-7252
Mail：hikiiwa@mb.aikis.or.jp

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
大台ヶ原のふもとから山頂駐車場までの登坂コースを自転車で競うタイム
トライアルレース。10日は前夜祭も行われ、ステージイベントや屋台もでます。

11(日) 上北山村

第15回ヒルクライム大台ヶ原 標高差1240m、距離28km。
since2001
集合場所：6:10上北山村河合清流橋

定員:締め切りました
前夜祭は、どなたでもお気軽にご参加下さい。応援して下さる方も大歓迎です。
9
月

ヒルクライム大台ヶ原
実行委員会
Tell：07468-2-0001

地元ガイドや特別講師が大台ヶ原をご案内。①東大台、②西大台、③自然再生の
3コースより選んで参加します。
28(水) 上北山村

神秘の森･荘厳の山
「大台ヶ原を歩く」

集合場所：近鉄大和上市駅(8:50 全コース共通)
定員：①コース10名、②コース18名、③コース20名
参加費：①･③コース2000円、②コース3000円
対象：一般(小学生から参加可 小学生は保護者同伴)
申し込み締め切りは9/21

大杉谷の「仙人」と呼ばれる名物ガイドとマウンテンバイクで寄り道しながら
のんびりと大杉谷を満喫するツアー。
10(月)

10
月

お問い合わせ

16(日)

大台町

新宮市

16(日) 上北山村

集合場所：大杉谷登山センター
「仙人」と巡る大杉谷
時間：9:30～15:30
みちくさサイクリングツアー
参加費：3500円(ガイド料、自転車レンタル料込み)※昼食持参
定員：5名(自転車持ち込みの場合は、定員以上でも参加可能)
対象：自転車(マウンテンバイク)に乗れる方

熊野学講座
第33回自然探訪スクール
「世界遺産高野坂の自然」

大台ヶ原地区
パークボランティア
自然観察ハイキング

自然とふれあう講座です。10月は世界遺産の高野坂を歩きながら
動植物を観察します。
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：高野坂
集合場所：高森駐車場
申込み〆切：10/31

上北山村地域活性化
イベント実行委員会
Tell：07468-2-0001

公益財団法人
大杉谷登山センター
Tell：0598-78-3338
Mail：o-tozan@ma.mctv.ne.jp
HP：http://oosugidani.jp/

新宮市教育委員会
文化振興課
Tell：0735-23-3368
Fax：0735-23-3370

大台ヶ原に詳しいパークボランティアと一緒に森の中を散策し、雄大な自然の
裏側をのぞきます。
場所：奈良県上北山村 大台ヶ原
時間：10:00～16:00
参加費：100円
小学生以上から参加可能 中学生以下は保護者同伴

吉野自然保護官事務所
Tell：0746-34-2202

よしくまの「川」を楽しむイベント
月 開催日 場所

11
(木･祝)
山の日

新宮市

イベント名

海･山･滝･川
｢水の国しんぐう。」
滝めぐりツアー

内容
｢水の国しんぐう」の滝（出会いの滝、一の滝、桑の木滝、熊野川川下り）を巡る
ツアーです。自然と水の恵みで心と体を癒やしに出かけませんか？
集合場所：新宮駅集合（8:30）
募集人数：30人
参加対象：小学生以下は保護者同伴
参加費:2000円(税込み・川舟乗船料他)
※雨天中止、お弁当、飲料は各自持参

しゃくりは、大杉谷地域に伝わる昔からの漁法。川にもぐって竿一本で鮎を
狙います。名人から技を教えてもらいます。
8
月

11
(木･祝)
山の日

大台町

大杉谷孫さんクラブ

集合場所：大杉谷地域総合センター
時間：11:00～15:20
参加費：3000円(昼食付)
定員：30名
対象：小学1年生～中学3年生

宮川の上流域でおもいきり泳いだり、飛び込みをしたり、鮎の掴み取りをしたり。
昼食は地元のお母さんの手作り料理に鮎の塩焼き付きです。
27(土)

9
月

4(日)

大台町

家族で川遊び

新宮市

熊野学講座
第33回自然探訪スクール
「清流高田川の自然」

集合場所：大杉谷地域総合センター
時間：10:00～14:30
参加費：3800円(昼食付)
定員：30名
対象：幼児～大人

自然とふれあう講座で9月は清流高田川に生息する水生生物を観察します。
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：高田川
集合場所：高田地区(新高田会館) 申し込み〆切：9/1

秋に観られる渡り鳥の野鳥観察会を行います。
2(日)

御浜町

秋の野鳥観察会

10
月

場所：御浜町下市木(R42旧緑橋周辺)集合場所：道の駅パーク七里御浜
参加対象：小学生以下は保護者同伴
時間：9:00～12:00
参加費：無料
申込先：吉野熊野国立公園 宇久井ビジターセンター

吉野熊野国立公園大杉谷から流れてくる宮川の近くでヨガをします。
ヨガの後はアウトドアクッキングで簡単ランチをします。
29(土)

大台町

アウトドアヨガin大杉谷

お問い合わせ

集合場所：大杉谷地域総合センター
時間：10:00～14:00
参加費：3800円(昼食付)
定員：10名
対象：18歳以上

新宮市観光推進キャンペーン
協議会事務局（新宮市商工観光課）
Tell：0735-23-3333

NPO法人大杉谷自然学校
Tell：0598-78-8888
Fax：0598-78-8889
Mail：info@osugidani.jp
HP：http://osugidani.jp/

NPO法人大杉谷自然学校
Tell：0598-78-8888
Fax：0598-78-8889
Mail：info@osugidani.jp
HP：http://osugidani.jp/

新宮市教育委員会
文化振興課
Tell：735-23-3368
Fax：0735-23-3370

吉野熊野国立公園
宇久井ビジターセンター
Tell：0735-54-2510
熊野自然保護官事務所
Tell：0735-22-0342

NPO法人大杉谷自然学校
Tell：0598-78-8888
Fax：0598-78-8889
Mail：info@osugidani.jp
HP：http://osugidani.jp/

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

夏休みは、すさみにアドベンチャーに出かけよう！えすざきの森とすさみの海を
大冒険！森ではフィールドビンゴで遊びます。午後はすさみの海に漁師さんの
船で繰り出します！これで夏休みの自由研究もばっちり！お土産もお楽しみに★
7(日)

8
月

7(日)
･
21(日)
･
28(日)

すさみ町

白浜町

よしくまアドベンチャー
In えすざき

わかやま海洋環境
体験学習

時間：10:00～1５:30
場所：江須崎(和歌山県西牟婁郡すさみ町)
対象：小学生(保護者同伴)
定員：親子10組 ※先着順になります。
参加費：1000円(保険料・船代)
持ち物：お弁当、飲み物、帽子、タオル、虫除け、酔い止め(必要な方)、サンダル
申込方法：お電話にて右記お問い合わせ先までご連絡ください。

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

田辺自然保護官事務所
Tell：0739-23-3955

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。

ラムサール条約湿地のサンゴの海をスノーケルでのぞいてみよう！
23(火)
･
24(水)

16(日)

串本町

白浜町

串本海中観察会

レッドブル
クリフダイビング
ワールドシリーズ2016

10
月
18(火)
～
11/29
(土)

熊野市

第２５回
熊野磯釣り大会
（ロングラン）

集合場所：串本海中公園センター
時間：10:00～15:00(はがき応募申し込み7/31必着)
参加費：大人3000円・小学4年生以上の子供2500円(保護者同伴)
申し込み：官製はがきに氏名、年齢、住所、日中連絡のつく電話番号、参加希望の日程を明
記の上、ご応募下さい。(申し込みは１人もしくは１グループにつき1回とし、申し込み多
数の場合は抽選します。当選の発表は8月上旬に発送します。)

ハガキ送付先
熊野自然保護官事務所
和歌山県新宮市緑ケ丘2-4-20
Tell：0735-22-0342

高さ約２８ｍの三段壁からの究極のハイダイビング競技です。日本初上陸！圧巻
の飛び込みを楽しもう。
参加費：三段壁からの観戦は無料。船上からの観戦ご希望の方は乗船料が必要になります。
★詳細はクリフダイビングHPをチェック！
http://www.redbull.com/jp/ja/events/1331777336208/red-bull-cliff-diving2016

レッドブルお客様相談室
Tell：0120-527-526

吉野熊野国立公園の海(熊野)を舞台に開催される、人気の磯釣り大会です。
大物の釣果をねらえ！上位には豪華賞金も！！
開催期間：10/18～11/29
参加費：無料 (小学生以下は保護者同伴参加) 渡船料、エサ代金は各自負担
申込：審査カードを協賛の釣エサ・釣具店で受け取り、指定参加渡船に提出する(期間中参
加回数は自由ですが、1人１賞とします。)
詳細は観光スポーツ交流課までお問い合わせください。

熊野市観光スポーツ交流課
Tell：0597-89-4111

よしくまの「地域の魅力」を楽しむイベント
月 開催日

場所

イベント名

内容
ボランティアガイドが吉野山の歴史と自然をご案内します。
お気軽にご参加下さい。

～11月

吉野町

～11月 上北山村

吉野山

まち歩きガイド

吉野熊野国立公園
指定80周年企画展

集合場所：金峯山寺聚法殿(吉野山ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ)前広場
時間：毎週日曜日9:30～11:30
料金：拝観希望者のみ
蔵王堂500円(11/20､27は1000円) 吉水神社400円
どなたでも参加できます

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(入館無料)
時間：9:00～17:00

「はしの日(8/4)」にちなみ、谷瀬の吊り橋の上で和太鼓演奏を行います。
近くの河川では、バザーやステージイベント等様々な催しも行われます。
4(木)

8
月

10(水)

十津川村

白浜町

つり橋まつり「揺れ太鼓」

白浜花火大会

開催場所：谷瀬の吊り橋及び上野地河川広場
時間：１6:00～21:30
参加費：無料 どなたでも参加できます

夜空をたくさんの花火が彩ります。早打ちスターマイン、仕掛け花火など趣向を
凝らした物ばかり！湾全体を銀世界に包むナイアガラは見物です。
是非ご覧下さい。
時間：20:00～21:00

15(月) 下北山村

第32回夏祭り

場所：白良浜

延期日：8/17、8/18

会場付近の池郷川にてアユのつかみ取り、燈火会やステージイベント、各種出店
を予定。打ち上げ花火は約800発！
集合場所：池郷川河川敷の場合は13:00 下北山村スポーツ公園の場合は18:00

17(水)
～
9/14
(水)

花火の美しさ、魅力、感動が伝わる写真を募集します。(平成28年に開催される花
火大会を撮影したものでプロ、アマ問わず誰でも応募できます。)
熊野市

熊野大花火大会
フォトコンテスト

審査部門：鬼ケ城大仕掛け部門、三尺玉海上自爆部門、彩色千輪部門、海上自爆部門、台船
打ち上げ部門を一般投票後、結果と審査員評価を合わせて大賞、部門賞を決定します。
(大賞:1点賞金5万円、部門賞:4点賞金1万円)
作品募集期間：8/17～9/14
※詳細は観光協会までお問い合わせください。

各地区の踊り保存会による盆踊りが約20曲披露され、「十津川の大踊り」や、
もちまきなど様々な催しで賑わう夏祭り。屋台あり、打ち上げ花火も実施予定。
20(土) 十津川村

昴の郷ふれあい物語

開催場所：十津川温泉昴の郷
時間：16:30～
参加費：無料
どなたでも参加できます

お問い合わせ
吉野町観光
ボランティアガイドの会
Tell：0746-34-2522
Fax：0746-39-9238
HP：http://www.yvtguide.server-shared.com

吉野自然保護官事務所
Tell：0746-34-2202
Fax：0746-34-2204

十津川村観光協会
Tell：0746-63-0200
HP：http://totsukawa.info/

南紀白浜花火大会実行委員会
（白浜町観光協会内）
Tell：0739-43-5511
HP：http://www.nanki-shirahama.com

下北山村商工会青年部
Tell：07468-5-2022

送付先
熊野市観光協会
三重県熊野市井戸町
653-12
写真コンテスト係
Tell：0597-89-0100

ふれあい物語実行委員会
(十津川村観光協会)
Tell：0746-63-0200
HP：http://totsukawa.info/

よしくまの「地域の魅力」を楽しむイベント
月 開催日

場所

イベント名

内容
盆踊りや花火大会等、様々なイベントが盛りだくさん！
夏休みの思い出に夕涼みを上北山村で！

20(土) 上北山村

21(日)

8
月

田辺市

ふるさと上北夏祭り

ひき岩群ふるさと自然公園
センター自然観察教室
「採集した標本の同定」

開催場所：河合清流橋付近
時間：15:30～
どなたでも参加できます。

上北山村地域活性化イベント
実行委員会
Tell：07468-2-0001
Fax：07468-3-0265
Mail：yamaoka@vill.kamikitayama.nara.jp

ひき岩で植物採集にくりだそう！何がみつかるかな？
みつけた植物は、先生と一緒に名前をしらべよう♪
ふるさと自然公園センター
時間：9:30～16:00
Tell＆Fax：0739-25-7252
場所：ふるさと自然公園センター(和歌山県田辺市稲成町1629)
Mail：hikiiwa@mb.aikis.or.jp
参加費：無料
持ち物：筆記用具など
申込方法：前日までにお問い合わせ先まで、住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡ください。

ナショナルトラスト先駆けの地・天神崎で、写真を撮影しよう！
撮影した写真はかんぽの宿などで展示します。
27(土)
～
28(日)

27(土)

田辺市

第4回フォトトライアスロン 会場：かんぽの宿 紀伊田辺(メイン会場)
目良会館(開会式・オープニング・受付)
in 田辺市/天神崎

対象：小学生(保護者同伴)～一般(中高生含む)
参加協力金：500円
展示場所・期間：かんぽの宿 紀伊田辺 8/29（月）～9/9（金）予定

天川村

おいしい！楽しい！バーム
クーヘンづくり！

毎回大好評のバームクーヘン作りに挑戦！今年からは親子連れ以外の方も参加可
能になりました！さて、竹と炭火でおいしく焼けるかな？
時間：13:30～16:00
開催場所：洞川エコミュージアムセンター
参加費:1500円(小中学生半額・温泉入浴券付)

静かな森を彩るロウソクのあかりと心地良いカフェ。
満天の星空を眺めながら自由に過ごす贅沢な時間。
開催場所：匠の聚イベント広場
時間：１9:00～21:00
参加費:無料(各屋台有料)
申し込み不要、どなたでも参加できます。

川上村

あかりの森時間

15(火)

田辺市

吉野熊野国立公園
指定８０周年記念
竜神山龍神宮 秋祭

26(金)
～
10/26
(水)

奈良県と三重県の県境を南北に走る台高山脈。年間雨量が5000ミリを超える
吉野熊野国立公園
大台ヶ原の表情を、20年以上かけて撮りためた写真35点を展示します。
田辺市 指定80周年＆拡張記念写真展 時間：10:00～17:00(休館日を除く)
場所：田辺市立図書館(田辺市東陽31番１号)
霧満ち光溢れる大台ヶ原

27(土)

９
月

お問い合わせ

30(金)
まで

竜神山の山頂近くにある、龍神宮の秋祭りです。ご祈祷、餅まきや、
おかゆのふるまいもあります。龍神宮までは、約１時間の登山になります。
場所：田辺市上秋津 龍神山(岩口池から案内標識あり)
内容：ご祈祷・かゆ接待・餅まき
対象者：約1時間の登山ができる方ならどなたでも。

天川村役場
Tell：0747-63-0321

匠の聚
Tell：0746-53-2381
Fax：0746-53-2382
Mail：takumi@takuminomura.gr.jp

上秋津公民館
Tell：0739-35-1022
Fax：0739-35-0569
HP：http//:akizuno.net

河本禎
Tell：0742-34-6157
携帯： 090-3488-1591

展示期間：9/26～10/26

川上村

川上村の情景
フォトコンテスト2016

自然が織り成す神秘的な風景や動植物たちの姿、それと共に生きる人々の暮らし
など心動かす作品を広く募集します。
開催場所：奈良県川上村全域
作品募集期間：9/30まで
参加費:無料
どなたでも参加できます。

吉野熊野国立公園に代表される大台町の素晴らしい自然を伝えるリーダーの育成
講座です。自然体験活動指導員NEALリーダー資格が取得できます。
(※前後半通して参加の方)
1(土)
～
2(日)

フォトトライアスロン
田辺市実行委員会
Tell：090-1966-0745

大台町

指導者スキルアップ講座
前半

10
月

集合場所：大杉谷地域総合センター
時間：13:00～翌日14:０0
参加費：9800円(1日目夕食、2日目昼含)
( NEAL資格取得希望者は一般5000円も必要)
定員：20名
対象：18歳以上
講座の後半は12/3～4を予定。

匠の聚
Tell：0746-53-2381
Fax：0746-53-2382
Mail：takumi@takuminomura.gr.jp

NPO法人大杉谷自然学校
Tell：0598-78-8888
Fax：0598-78-8889
Mail：info@osugidani.jp
HP：http://osugidani.jp/

「暮らし」をテーマに川上村の風土が味わえる空間を創出し、ここでしか感じられ
29(土)
･
30(日)

ない魅力を発信していく。
川上村

あかりの森時間

開催場所：匠の聚
時間：10:00～17:00
参加費：無料(各体験は有料)
どなたでも参加できます。

匠の聚
Tell：0746-53-2381
Fax：0746-53-2382
Mail：takumi@takuminomura.gr.jp

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）
（ホームページ）http://kinki.env.go.jp/to_2016/8024.html

大台ヶ原山椒大夫一家

