よしくまの山・川・海をあそぶ

イベントカレンダー
2016.11～2017.2
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。
平成27年9月に串本町からみなべ町にかけて大きく区域が拡張され、平成28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、よしくまの自然を楽しむ魅力的なイベントを
カレンダーにまとめました！ぜひ、ご家族そろってお楽しみください！

国立公園区域

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

1(火)
～
6(日)

吉野町

「吉野山の桜を守る」
パネル展･写真展

今年は吉野町町制60周年･(公財)吉野山保勝会設立100周年であります。それを記念
して、吉野山の桜のパネル展を開催し、皆様にご紹介します。同時に、写真コンテス
ト展も開催します。
料金：入場無料
場所：吉野山ビジターセンター(金峯山寺聚法殿) 時間：10:00～16:00

1(火)
～
下北山村
1/31日
(火)

6(日)

21(月)

太地町

大阪府

下北山村
フォトコンテスト

太地浦くじら祭

太地町の各郷土芸能の披露や、鯨肉の販売など近隣市町村の物産展などが行われます。
どなたでも参加できます。
開催時間：10:00～15:00
場所：太地町 太地漁港ふれあい広場

紀伊山地三霊場
フォーラム
「日本の宗教と
自然環境」

日本の宗教が自然環境の保全に深く関わってきた足跡をたどりながら、環境保全につ
いて宗教学者山折哲雄先生と松長有慶前金剛峯寺座主猊下に語り合っていただきます。
場所：あべのハルカス25F「大会議場」 時間：14:30～17:00(開場14:00)
参加費：1000円(歴史街道俱楽部会員は本人のみ無料)
定員：220名(事前申し込み 先着順)
ハガキ、FAX、Eメールにて申し込み
必要事項や申し込み書は後記URLから入手できます。
http://www.rekishikaido.gr.jp/2016sanreijo/

11
月

23
(水・祝)

26(土)
27(日)

白浜町

田辺市

2/28(火)
まで

全域

30(水)
まで

上北山村

1(木)
～
1/5(木)

鹿島神社のお祭りと
磯･秋ウォーク

田辺市生涯学習
フェスティバル

秋祭りが執り行われる鹿島神社(獅子舞もあります！)と、シガラミ磯をジオガイドの
お話を聞きながら歩くイベントです。お弁当は高野山金剛三昧院で長年料理長をつと
められた「のん」のご主人による精進料理です。
時間：11:15～15:30 集合場所：JR紀伊富田駅 申し込み締切：11/15(火)まで
参加費：2500円(弁当代・ガイド料・保険料を含む)
持ち物：のみもの、手袋、タオル、磯歩きのできる靴と服装
学びの発表、体験、ふれあい事業など約50のブースが並びます。
人と人がつながり、笑顔の輪を広げ、地域づくりにつなげるイベントです。
時間：10:00～16:00
場所：田辺市民総合センター他

奈良･三重･和歌山の山･川･海･食･文化を楽しむ広範囲＆長期間のフォトラリーです。
フォトポイントを回って点数をGET！得点に応じてステキな賞品も！!
YOSHIKUMA PHOTO
期間：10/1～2/28(受付最終締切は2/1)
RALLY
参加費：1000円 受付場所：メール又は和佐又山ヒュッテにて受付
詳しい情報はFacebook「よしくま」、又はhttp://yoshikuma.jp/から
吉野熊野国立公園
指定80周年企画展

紀宝町

光の祭典in紀宝

大台町

指導者スキルアップ
講座
後編

12
月
2(金)
～
4(日)

下北山村の自然などの魅力、美しさを伝える素敵な写真を広く募集します。
写真対象地域：下北山村内全域 どなたでも参加できます。
参加申し込み方法：電話 HP投稿フォーム
http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/

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
紀宝町の山間に輝くイルミネーションを見に行こう！
名物の20ｍツリーをはじめ幻想的な世界が広がります。
12/17『光の祭典「キラフェス」』開催時間：17:00～20:30
(雨天時は12/18に延期) ※参加費無料 どなたでも参加できます。
点灯時間：18:00～22:00(12/31～1/1はオールナイト点灯)
開催場所：紀宝町 ふるさと資料館前広場 詳細は実行委員会まで
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。
集合場所：大杉谷地域総合センター 時間：2日13:00～4日14:00
定員：20名 料金：9800円(昼食付) 対象：18歳以上

お問い合わせ
吉野町
TEL：0746-32-0190
FAX：0746-32-5689
HP：http://www.town.yoshino.nara.jp

下北山村役場
TEL：07468-6-0001

太地町役場産業建設課
TEL：0735-59-2335
FAX：0735-59-2570

歴史街道俱楽部
TEL：06-6223-7745
FAX：06-6223-7234
Mail：timetrip@rekishikaido.gr.jp

南紀熊野ジオパーク推進協議会

事務局
TEL：073-441-2780
FAX：073-433-3590
Mail：e0320004@pref.wakayama.lg.jp

田辺市
教育委員会生涯学習課
TEL：0739-26-4908

よしくまプロジェクト
Mail：yoshikumano@gmail.com

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

光の祭典in紀宝実行委員会
TEL：0735-３3-0334
FAX：0735-32-1102

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

よしくまの「地域の魅力」を楽しむイベント
月

12
月

開催日

４(日)

7(土)

28(土)
29(日)

場所

イベント名

内容

熊野市

熊野古道トレイル
ランニングレース
KUMANO
OLD TRAILS
2016

熊野古道をはじめ、丸山千枚田、赤木城跡、瀞峡、布引の滝など、次々現れる絶
景に感動間違いなしです。全国各地から700人あまりの参加者がトレイルランで
タイムを競います。ぜひ応援にお越しください。
※すでに選手エントリーは締め切っております。
スタート場所：熊野市紀和Ｂ＆Ｇ海洋センター
スタート時間：50km→6:00・30km→8:00・10km→9:00
詳細は大会ＨＰ(http://kumanooldtrail.com/)をご覧ください。

ふるさと自然公園センターの周辺を観察しながら七草粥の材料を集めて、
七草粥を食べよう！
ふるさと自然公園センター
田辺市
時間：9:30～12:00 場所：ふるさと自然公園センター
七草粥を作ろう
参加費：無料
持ち物：採集用具、ビニール袋、食器、箸など
服装：防寒の準備、長靴、手袋
※小学生は保護者同伴

田辺市

第25回
子どもふるさと絵画展

子どもたちが、身近な自然や、自然で遊んだ体験を描いた絵やポスターを募集し
ます！応募いただいたすべての作品は、絵画展で展示し、入賞作品は紀伊民報に
掲載します。応募方法など、詳しくは右記までお問い合わせください。
【絵の募集期間】11月中 ※当日消印有効
【展示期間・場所】1/28・29 紀南文化会館

第41回十津川温泉郷
昴の郷マラソン大会

走ろう！世界遺産の村。つかろう！源泉かけ流し温泉。ハーフ･10km･3km･健
康ジョギングの4部門を開催。参加賞としてTシャツ、温泉入浴券があります。
対象：各種目を完走できる健康な男女
場所：十津川温泉昴の郷(スタート･ゴール) 時間：10:00スタート
参加費：4000円他 定員：600名
詳しくはhttp://www.totsukawa.org/marthon/

新春お宝講座

和歌山のことをもっと知ろう！今回の講師は環境省田辺自然保護官事務所の岩野
自然保護官ほか１名を予定しています。
※詳細は、お問い合わせ先までご確認ください。

1
月

29(日) 十津川村

29(日)

未定

お問い合わせ

クマノオールドトレイルズ
実行委員会
ＴＥＬ：0597-97-1113
ＦＡＸ：0597-97-1003
Mail：kumano.old.trails.@gmail.com

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

紀伊民報 絵画展係
TEL：0739-22-7171

昴の郷 マラソン大会
実行委員会
TEL：0746-62-0067

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

よしくまの「山」を楽しむイベント
月 開催日

３
(木・祝)

6(日)

11
月

12(土)

場所

紀北町

内容

便石山トレッキング
～熊野古道 馬越峠～

「紀北の絶景巡り熊野古道＆便石山トレッキング」熊野古道を歩いて
“よしくま”の素晴らしい絶景を眺めましょう。
時間：8:30～15:00(受付８:00～)
参加費：1000円(保険料含む) 集合場所：種まき権兵衛の里 駐車場
(紀北町便石山768 TEL：0597-32-3288)
対象：中学生以上の健脚な方、トッレキングの経験があり、山歩きの装備で参加
できる方。 準備物：山歩きの装備、お弁当、飲み物、雨具、帽子、常備薬など

竜神山で自然観察。色々な生き物のお話を聞きながら竜神山を登ります。
(南紀生物同好会と共催)
ふるさと自然公園センター
時間：9:30～14:30 場所：ふるさと自然公園センター
自然観察教室
田辺市
参加費：無料
服装：長袖、長ズボン、帽子
「竜神山に登ろう」
持ち物：弁当、水筒、筆記用具、採取用具(植物・昆虫)、ビニール袋
申し込み締切：11/5(土)まで ※小学生は保護者同伴
天川村洞川
エコミュージアムセンター
自然観察会
天川村
身近な植物の観察と
草木染に挑戦

14(月) 上北山村

19(土)

イベント名

吉野町

和佐又山山頂で見る
スーパーフルムーン

世界遺産吉野の森を守る
森林ボランティア

私たちの周りには、名前を知らない植物がたくさん。そんな植物をセンター周辺
を散策しながら観察し、センターに戻ってからは草木染にチャレンジします。
参加には事前の予約が必要です。
時間10:00～16:00
参加費：2000円
定員：20名
対象：小学生以上
和佐又山山頂までナイトハイキングしてスーパーフルムーンをみます。
参加費：4000円(ガイド料、保険料含む） 対象：中学生以上
集合時間：17:00
集合場所：和佐又山ヒュッテ(吉野郡上北山村西原1055-1)
間伐による森林整備のボランティアを募集します。間伐材を使った木工体験
(ベンチ製作)も行います。
場所：吉野山如意輪寺付近 時間：10:00～15:00(木工体験含む)
料金：無料
服装：長袖長ズボン、作業に適した靴(運動靴、地下足袋等)
集合場所：電車⇒近鉄吉野駅(9:00～9:30) 車⇒吉野山如意輪寺
申し込み：FAXもしくは郵送にて 申し込み締切：11/8(火)(当日消印有効)
(A4用紙に住所、氏名、年齢、電話及びFAX番号を明記)

お問い合わせ

紀北町役場海山総合支所
産業建設室
TEL：0597-32-3903
FAX：0597-32-2331

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

天川村役場
TEL：0747-63-0321
FAX：0747-63-0329
Mail：eco@vill.tenkawa.lg.jp
HP：http://www.vill.tenkawa.nara.jp

和佐又山ヒュッテ
TEL：07468-3-0027

吉野フォレスト整備
実行委員会
TEL：0746-32-3278
FAX：0746-32-1651

よしくまの「山」を楽しむイベント
月 開催日

場所

23 上富田町
(水・祝) 白浜町

27(日)

大台町

イベント名

内容

第2回大辺路街道踏破
ウォーク
(朝来駅～富田駅)

熊野古道世界遺産追加登録を記念して、大辺路街道踏破ウォークを開催します。
第2回は、朝来駅～富田駅の約9kmです。古道沿いのジオサイトにも立ち寄り
ます。 参加費：2000円(ガイド料、保険料)

おおだい「道草」
サイクリング

11
月

11月末
吉野町
まで

4(日)

10(土)

11(日)

吉野町森林セラピー
体験ツアー

大台町

総門山歴史の道

田辺市

ふるさと自然公園センター
自然観察教室
「冬の星座」

清流日本一の宮川沿いの見所満載のコースを秋を満喫しながら気持ちよく
サイクリングします。(薗地区～熊野古道の約40km)
参加費：8000円 ※自転車持参者はマイナス3000円されます。
参加定員：5人
集合場所：大台町観光協会 集合時間：9:00
「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。
集合場所：吉野町観光案内所 集合時間：9:30
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
消えかけた古道、歴史の道をご案内します。大台町のど真ん中に位置し、
シンボル的な山です。
時間：8:00～16:00 集合場所：大台町観光協会
参加費：4500円 定員：10名(10/12時点で残り8名)
申し込みは電話、FAX、メールにて受付
ふるさと自然公園センターで冬の星座を観察しよう！
時間：19:00～20:30
場所：ふるさと自然公園センター
参加費：無料
持ち物：筆記用具、(望遠鏡、双眼鏡)
服装：防寒の準備
申し込み締切：12/9(金)まで ※小学生・中学生は保護者同伴
※天候により実施できない場合は12/11(日)に変更

忘れられた古道
里川から里野の古道を約7km歩きます。
すさみ町
天空の棚田からの絶景を観る 古道沿いのジオサイトにも立ち寄ります。
串本町
(里川～里野)
参加費：2000円(ガイド料、保険料)

12 11(日) 新宮市
月

那智
11(日)
勝浦町

「熊野をもっと知りたい！
そうだ嶋津に行こう！
(大地＆文化編)」

野鳥観察会
in宇久井半島

熊野の大地のことや、昔の人々の生活を学びながら不思議な地形(北山川の大蛇
行)を楽しんじゃおう～！(知る人ぞ知る和歌山県の飛び地の大蛇行)
参加対象：中学生以上健脚の方(高所恐怖症の方は不向きです。)
定員：20名
集合場所：新宮市熊野川町嶋津「瀞大橋」喫茶店駐車場
時間：受付9:00 スタート10:00 参加費：3000円(おにぎり3個付き)
持ち物：山歩きできる装備、飲料、行動食等
宇久井半島で越冬するカモなどの野鳥を観察します。
(日本野鳥の会和歌山県支部と共催)
参加費：無料
集合場所：宇久井ビジターセンター
時間：9:00～12:00
持ち物：筆記具、飲料

田辺市

ひき岩群ジオハイキング

ひき岩はなんであんな形なの？ひき岩群のジオハイキングでジオガイドに聞い
てみよう♪ ※詳細は、お問い合わせ先までご確認ください。

那智
17(土)
勝浦町

熊野学講座
第33回自然探訪スクール
「冬の星座」

自然とふれあう講座で12月は冬の星座を観察します。
対象：熊野地域在住の方で自然や大地に興味がある人(小学3年生以上)
参加費：500円
時間：19:00～21:00
集合･開催場所：宇久井ビジターセンター 申し込み締切：12/15(木)まで

25(日)
～
27(火)

わくわく宮川体験キャンプ
冬も元気だ!!
わくわくキャンプ

里山の冬も楽しみいっぱい!寒さに負けずに火を焚いたり、薪を割ったり
元気に遊ぼう♪
集合場所：大杉谷地域総合センター 時間：25日12:10～27日13:00
定員：30名
料金：21500円
対象：小学1年生～中学3年生

11(日)

大台町

天川村洞川エコミュージアム
センター自然観察会
21(土) 天川村 冬の自然体験スノーシュー
ハイキング
～雪遊びもあるよ～

1月
22(日)

白浜町

第３回大辺路街道踏破
ウォーク
(富田駅～三ヶ川)

22(日)

田辺市

ふるさと自然公園センター
野鳥の観察

冬の1日をスノーシューをはいて楽しくハイキング。たくさんの雪あるかな？
名物の「簡単遊びながらのアイスクリーム作り」もあるよ。
時間：10:00～15:30
参加費：2000円 スノーシューレンタル代は別途2000円
定員：20名 対象：小学校高学年以上
参加には予約が必要です。また、雪のある低い山へいきます。十分な積雪がな
い場合中止になります。

お問い合わせ
古座観光協会
TEL＆FAX：0735-72-0645

大台町観光協会
TEL：0598-84-1050
FAX： 0598-84-1051
Mail：info@web-odai.info

(一社)吉野ビジターズビューロー
森林 セラピー事務局
TEL：0746-34-2522
FAX：0746-39-9238
HP：http://yoshinokankou.jp/therapy

大台町観光協会
TEL：0598-84-1050
FAX：0598-84-1051
Mail：info@web-odai.info

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

古座観光協会
TEL＆FAX：0735-72-0645

嶋津観光協会(ヒラノ)
TEL：050-7001-5299
TEL：080-3611-9402
Mail：hei8@zb.ztv.ne.jp
HP：http://shimadu.iinaa.net/

宇久井ビジターセンター
TEL：0735-54-2510
FAX：0735-54-1540

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

新宮市教育委員会文化振興課
TEL：0735-23-3368
FAX：0735-23-3370

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

天川村役場
TEL：0747-63-0321
FAX：0747-63-0329
Mail：eco@vill.tenkawa.lg.jp
HP：http:/www.vill.tenkawa.nara.jp

熊野古道世界遺産追加登録を記念して、大辺路街道踏破ウォークを開催します。
第３回は、富田駅～三ヶ川の約7kmです。古道沿いのジオサイトにも立ち寄り
ます。参加費：2000円(ガイド料、保険料)

古座観光協会
TEL＆FAX：0735-72-0645

高山寺から会津川周辺で野鳥を観察しよう！
時間：9:30～12:00
場所：高山寺境内
参加費：無料
持ち物：筆記用具、双眼鏡(あれば)
服装：防寒の準備、長靴、手袋
※小学生は保護者同伴

ふるさと自然公園センター
TEL＆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

11
(土・祝)

2
月

19(日)

場所

新宮市

田辺市

イベント名

白浜町
すさみ町

お問い合わせ

「熊野をもっと知りたい！
そうだ嶋津に行こう！
(大地＆文化編)」

熊野の大地のことや、昔の人々の生活を学びながら不思議な地形(北山川の大蛇
行)を楽しんじゃおう～！(知る人ぞ知る和歌山県の飛び地の大蛇行)
参加対象：中学生以上健脚の方(高所恐怖症の方は不向きです。)
定員：20名
集合場所：新宮市熊野川町嶋津「瀞大橋」喫茶店駐車場
時間：受付9:00 スタート10:00
参加費：3000円(おにぎり3個付き)
持ち物：山歩きできる装備、飲料、行動食等

ふるさと自然公園センター
自然観察教室

ふるさと自然公園センターでカスミサンショウウオを観察しよう！
時間：19:00～20:30
場所：ふるさと自然公園センター
参加費：無料 持ち物：筆記用具、採集用具など
服装：防寒の準備 ※小学生は保護者同伴

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

熊野古道世界遺産追加登録を記念して、大辺路街道踏破ウォークを開催します。
第４回は、三ヶ川～周参見駅の約7kmです。古道沿いのジオサイトにも立ち寄
ります。
参加費：2000円（ガイド料、保険料）

古座観光協会
TEL＆FAX：0735-72-0645

「カスミサンショウウオの観察」

26(日)

内容

第３回大辺路街道踏破
ウォーク

(三ヶ川～周参見駅)

嶋津観光協会(ヒラノ)
TEL：050-7001-5299
TEL：080-3611-9402
Mail：hei8@zb.ztv.ne.jp
HP：http://shimadu.iinaa.net/

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

13(日)

那智
勝浦町

熊野学講座
第33回自然探訪スクール
「大地はこうなっている
お蛇浦海岸」

自然とふれあう講座で11月は那智勝浦弁天島で大地の仕組みを学びます。
対象：熊野地域在住の方で自然や大地に興味がある人(小学3年生以上)
参加費：500円
時間：9:３0～12:00
申し込み締切：11/10(木)まで
開催場所：お蛇浦海岸
集合：那智勝浦町お蛇浦海岸弁天島前

よしくまアドベンチャー
in円月島

言わずと知れた白浜のシンボル「円月島(えんげつとう)」のたたずむ海にシーカ
ヤックでこぎ出します！ カヤックでたどりつくのは番所山。不思議な熱帯の植物
も観察しよう。お昼は地元の旬の魚をいただきます♪
時間：10:00～15:30(9:30受付開始)
集合場所：南紀白浜 グラスボート乗り場
※小学生は保護者同伴
参加費：4000円(保険料、レンタル代、昼食代)
対象：小学生～高校生(小学生以下は、子ども１人につき保護者１人同伴)
持ち物・服装：濡れても良い服装、濡れても良い靴(かかとが固定できないサンダ
ルや長靴は不可)、レインウェア上下、帽子、タオル、着替え、飲み物、行動食
(アメやチョコなど)、ドライバッグ(お持ちの方)、着替え(必要であれば)、
酔い止め薬(必要であれば)
申し込み締切：11/9(水)まで

田辺自然保護官事務所
TEL：0739-23-3955
※受付時間
9:00～17:15(平日のみ)

潮岬今昔物語ウォーク

『本州最南端』と『潮岬灯台』古い歴史と特色ある文化が魅力！
時空を越える旅をジオガイドがご案内します。
集合場所：潮岬観光タワー横駐車場集合 時間：10:00～14:30
対象：中学生以上 参加費：3000円(弁当・お茶・灯台入場料含む)
持ち物：歩きやすい服装、靴、飲み物、帽子他 申し込み締切：11/24(木)まで

南紀熊野ジオパーク推進協議会
事務局
TEL：073-441-2780
FAX：073-433-3590

20(日)

白浜町

11
月

26(土)

27(日)

４(日)
まで

12
月

11(日)

17(土)

１
月

15(日)

串本町

内容

お問い合わせ
新宮市教育委員会文化振興課
TEL：0735-23-3368
FAX：0735-23-3370

Mail：e0320004@pref.wakayama.lg.jp

京都大学・畠島実験地
に上陸しよう

京都大学瀬戸臨海実験所が長年研究を続けてきた「畠島(はたけじま)」に特別に
上陸しよう！大地の成り立ちや田辺湾の生き物のお話を聞きながら自然観察しま
す。
時間：8:45～15:20 集合場所：綱不知桟橋 申し込み締切：11/25(金)まで
参加費：2500円(弁当代・ガイド料・保険料・資料代を含む)

第25回
熊野磯釣り大会
(ロングラン)

吉野熊野国立公園の海を舞台に開催される、人気の磯釣り大会（ロングラン）で
す。大物の釣果をねらえ！上位には豪華賞品も！
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
TEL：0597-89-4111

熊野市

第25回
熊野磯釣り大会
(ラストチャンス)

吉野熊野国立公園の海を舞台に開催される、人気の磯釣り大会（ラストチャン
ス）です。大物の釣果をねらえ！上位には豪華賞品も！
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
場所：鬼ヶ城センター第２駐車場
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
※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
TEL：0597-89-4111

串本町

ビーチコーミング
Beach Combing in
cape shionomisaki

白浜町

熊野市

白浜町

白浜海道ウォーク

『本州最南端』でジオガイドとビーチコーミングしませんか。
集合場所：潮岬キャンプ場駐車場集合
時間：13:00～15:00
参加費：５00円
持ち物：歩きやすい服装、靴、飲み物、帽子他
※小学4年生以下は無料ですが保護者同伴参加となります。
白浜といえば海！白浜海道を歩きながら白浜のことをもっと知ろう♪
※詳細は、お問い合わせ先までご確認ください。

※最新情報は下記ＨＰをご覧ください。
◇祝！吉野熊野国立公園指定80周年・拡張記念◇
http://kinki.env.go.jp/to_2016/80_2.html
吉野熊野国立公園Facebook「よしくま」もぜひご覧ください。

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

南紀熊野ジオパーク南エリア
（串本町役場産業課内）
TEL：0735-62-0557
FAX：0735-62-6970
Mail：sangyou@town.kushimoto.wakayama.jp

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

【お問合せ先】
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)

