
吉野熊野国立公園「よしくま」の山・川・海を思いきり楽しもう！
よしくま地域のイベントを、カレンダーにまとめました。
「よしくま」を満喫！！ ぜひご参加ください！！

国立公園区域

吉野熊野国立公園
よしくまの山・川・海を

まるごとあそぶイベントカレンダー
2018. 10～2018. 12

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

10月
14日
（日）

御浜町

御浜町町制施行
60周年記念イベント

「秋のバードウォッチング
in御浜」

珍鳥が見られる場所として知られている七里御浜の市木川河口付近で探鳥会を行います。
日本野鳥の会三重と御浜町と環境省の共催で開催します。
集合場所：道の駅パーク七里御浜 観察場所：御浜町下市木 R42号旧緑橋周辺
時間：9:00～11:30 参加対象：小学生以上の一般（小学生は保護者同伴）
持ち物：飲料、タオル、防虫対策、筆記具、あれば双眼鏡（貸し出し可）
参加費：無料 申込み：電話、FAX、メールにて事前申込み

熊野自然保護官事務所
TEL:0735-22-0342
FAX:0735-23-1344

WB-KUMANO@env.go.jp

11月

10日
（土）

田辺市 熊野川の伝統漁法を学ぶ！

昔から受け継がれてきた伝統漁法を学び、自然と暮らしのかかわりや川の環境について学びます。
和歌山県と環境省の共催で開催します。
集合場所：田辺市本宮町 R168号沿（田辺市本宮町大津荷 R168二つ石トンネル付近の河川敷）
時間：9:00～11:30 参加対象：小学生以上の一般（小学生は保護者同伴）
持ち物：飲料、タオル、筆記具、濡れてもよい装備、着替え 参加費：300円 定員：30名
申込み：宇久井ビジターセンターへ電話、FAX、メールにて事前申込み

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

info_ev@ugui-vc.jp
http://www.ugui-vc.jp/

11日
（日）

那智
勝浦町

熊野学講座
第3５回自然探訪

スクール
「太田川の環流丘陵と

中世山城跡」

熊野地域の自然に触れながら、太田川の環流丘陵と中世山城跡について学ぶ講座です。
対象：小学3年生以上健脚の方 ※雨天時は室内の講座となります。
参加費：500円（年間申込は、1家族3,000円）
時間：9:30～12:00 集合場所：那智勝浦町太田 大泰寺
開催場所：那智勝浦町太田地区 持ち物：トレッキングできる装備、敷物、飲料、タオル、筆記具
※詳細はお問い合わせください。（申込み締め切り11月７日）

新宮市教育委員会
文化振興課

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

bunka@city.shingu.lg.jp
http://kumanomori.info/

おいでよ、よしくまに



月 開催日 場所 イベント名 内容 お問い合わせ

10月

8日
（月・祝）

串本町

ダイナミックな
息吹を感じよう！

「神秘の海蝕洞
荒船海岸 耳の鼻」

吉野熊野国立公園である荒船海岸「耳の鼻」を目指して歩きます。
ダイナミックな景観美と大地の魅力を満喫することができます。
集合場所：那智勝浦町浦神 浦神東集会所
時間：10:00～15:00（受付9:45～） 募集人数：20名
参加対象：小学４年生以上の一般（小学生は保護者同伴）約8キロの山道、海岸線を歩ける人
持ち物：トレッキングできる装備、飲料、タオル、昼食、敷物、防虫対策、雨具、保険証コピー
参加費：300円（保険料他） 申込み：電話、FAX、メールにて事前申込み（定員に達し次第受付了）
※詳細はお問い合わせください。

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

info_ev@ugui-vc.jp
http://www.ugui-vc.jp/

熊野自然保護官事務所
TEL:0735-22-0342

14日
（日）
21日
（日）

白浜町 白良浜でビーチヨガ

真っ白な白良浜で、波の音・潮風を感じながらビーチヨガを体験。

ココロとカラダのリズムを整えます。
場所：白良浜 時間：7:00～８:00
料金：1,000円 ※要事前予約

白浜温泉旅館協同組合
TEL:0739-42-2215

20日
（土）

白浜町 水族館の飼育体験
水族館裏側を見学、餌やり・生物の集計などを通し海の生物を学びます。
時間：13:30～15:30 申込み：10月16日（火）までに（先着順）
入館料：大人600円 小人200円＋保険料含む雑費100円

京都大学
瀬戸臨海実験所事務室

TEL:0739-42-3515
FAX :0739-42-4518

10月21日
（日）

～
12月2日
（日）

熊野市
第27回熊野磯釣り大会

（ロングラン）

吉野熊野国立公園（海）を舞台に開催される人気の釣り大会です。上位には、豪華賞金も！
12月9日にはラストチャンスイベントが開催され、その日大物を釣りあげた方には、ラストチャンス賞とし
て賞金が授与されます。またイベント当日参加された方の中から釣り具、伊勢海老などの豪華賞品が当たる抽
選会も行います。
申込み：釣り餌・釣具店等の協力店舗において審査カードを受け取り指定参加渡船に提出する。
開催場所：熊野市の磯 対象：どなたでも参加可能 参加費：無料（渡船料・餌代金等は各自負担）
※詳細は熊野市観光スポーツ交流課までお問い合わせください。

熊野市
磯釣り大会実行委員会

（事務局:熊野市観光スポーツ交流課）

TEL:0597-89-4111
FAX:0597-89-3742

Kankou-en@city.kumano.mie.jp
http://kumano-

fishing.wixsite.com/mysite/

20日
（土）

田辺市
鳥の巣半島

海辺の観察会

田辺市の鳥の巣半島には沢山の生き物たちが暮らしています。海辺を皆で観察しましょう。
時間：9:00～11:30（受付８:45～） 集合場所：鳥ノ巣半島平和公園駐車場
募集定員：30名 対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴） 料金：無料
持ち物：帽子、水筒、濡れてもいい運動靴（マリンブーツ等かかとがあれば可）採集道具（バケツ、アミ等）、

着替え

内之浦の自然を考える会
担当：廣畑

TEL:090-6902-4249

21日
（日）

串本町
第6回珍魚釣り選手権
inフィッシングタウン

串本2018

珍しい魚を釣った人が優勝するユニークな釣り大会です。（延期の場合は10月28日）
集合場所：串本町動鳴気漁港
時間：10:00～受付 10:30開始 参加費：700円（釣竿レンタルは＋500円） 定員：80人
参加対象：小学生以上どなたでも参加できます。
※詳細はお問い合わせください。

南紀串本観光協会
TEL:0735-62-3171
FAX:0735-62-1070

info@kankou-kushimoto.jp
http://www.kankou-

kushimoto.jp/

21日
（日）

田辺市

よしくまアドベンチャー
in 神島

シーカヤックで
渡ろう！

神島へシーカヤックで渡り、島内を観察しながら植物や漂着ゴミについて楽しく学ぼう！
集合場所：まるちょうボートステーション 参加対象：小学3年生～小学6年生 （保護者同伴）
参加定員：10組20名 ※2名1組とします。 参加費：500円（保険料・当日受付にて徴収）
持ち物：弁当、飲み物、帽子、タオル、虫除け、着替え
服装：動きやすい服装、ぬれても良い服装、ぬれても良い運動靴（クロックス等のサンダル不可）

レインウエア上下 ※申込み期限：10月５日（金）

南紀子どもステーション
和歌山県田辺市稲成町3272

シータスビル２F
TEL:0739-250523 
FAX:0739-25-0524

27日
（土）

串本町
紀伊大島漁船クルーズ・

～レディーワシントン号の
航跡をたどる～

18世紀末、日本に来航した最初のアメリカ船の航跡を辿り、アメリカ人が最初に見た日本の風景を訪ねます。
時間：10:00～14:00
参加費：5,000円
定員：20人 参加対象：どなたでも参加できます。
※集合場所等の詳細はお問い合わせください。

南紀串本観光協会
TEL:0735-62-3171
FAX:0735-62-1070

info@kankou-kushimoto.jp
http://www.kankou-

kushimoto.jp/

27日
（土）

白浜町
瀬戸臨海実験所

施設見学会
【京大ウィーク2018】

瀬戸臨海実験所・白浜水族館・畠島実験地の歴史や役割について紹介した後、畠島へ移動・上陸し、
島の環境・歴史・意義などを解説します。帰所後、水族館を見学します。 （荒天時は所内見学に変更）
時間：13:00～16:30 参加費：無料
申込み期間： 2018年9月25日（火）～ 9月29日（土）
※ 申込み多数の場合は抽選

京都大学
瀬戸臨海実験所事務室

TEL:0739-42-3515
FAX :0739-42-4518

6日
13日
20日
27日

（毎週土）

白浜町
キャンドル

イルミネーション2018

夜の白良浜を幻想的に浮かび上がらせる幸せの火。
希望者は作業体験もできます。
※詳細はお問い合わせください。

白浜町観光協会
TEL:0739-43-5511

11月
18日
（日）

串本町
第6回ラブ太平洋
串本エギング大会

オカッパリのみのルアー・餌木によるイカ釣り大会です。
集合場所・時間：橋杭海水浴場 AM5:00
開催場所：串本町内の各磯 参加対象：どなたでも参加できます。
募集定員：200人
参加費：一般2,000円、女性・中学生以下1,500円
※詳細はお問い合わせください。

南紀串本観光協会
TEL:0735-62-3171
FAX:0735-62-1070

info@kankou-kushimoto.jp
http://www.kankou-

kushimoto.jp/

12月

1日
（土）

串本町
通夜島クルーズ

～水門祭りの伝統をひもとく～

追っ手に追われた応神天皇が島民にかくまわれて一夜を過ごしたという伝説の無人島を散策します。
時間：10:00～14:00
参加費：5,000円
定員：20人
参加対象：どなたでも参加できます。
※集合場所等の詳細はお問い合わせください。

南紀串本観光協会
TEL:0735-62-3171
FAX:0735-62-1070

info@kankou-kushimoto.jp
http://www.kankou-

kushimoto.jp/

8日
（土）

串本町
国際サンゴ礁年記念

「身近な串本のサンゴ群集
徹底検証！」

串本のサンゴ群集とサンゴを取り巻く生き物、サンゴを守るために行っていることなどを、海中公園のスタッ
フから、座学、磯観察、海中景観の見学を通じて学びます。 （荒天時は1２月22日に延期）

集合場所：串本海中公園センター 時間：10:00～14:00

参加対象：小学生以上の一般 （小学生は保護者同伴） 持ち物：飲料、タオル、昼食、防寒対策、筆記具

参加費：有料 申込み：電話、FAX、メールにて事前申込み ※詳細はお問い合わせください。

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

info_ev@ugui-vc.jp
http://www.ugui-vc.jp/

16日
（日）

那智
勝浦町

「宇久井半島
初冬のバードウォッチング」

毎年飛来し、越冬する冬鳥を千尋の浜周辺で観察します。
日本野鳥の会会員の皆さんから観察のポイントや野鳥の特徴などを学びます。
集合場所：宇久井ビジターセンター 観察場所：那智勝浦町宇久井 千尋の浜周辺
時間：9:00～11:30 参加対象：小学生以上の一般（小学生は保護者同伴）
持ち物：飲料、タオル、防寒対策、筆記具、あれば双眼鏡（貸し出し可）
参加費：無料 申込み：電話、FAX、メールにて事前申込み

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

info_ev@ugui-vc.jp
http://www.ugui-vc.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

10月

6日
（土）

串本町

紀伊大島ウォーク

～金山展望台と

捕鯨基地跡を訪ねる～

江戸期に「風待ち港」として廻船が寄港し、明治以降は近代捕鯨基地として栄えた紀伊大島地区を訪ねます。
時間：10:00～14:00
参加費：３,000円 定員：４0人
参加対象：どなたでも参加できます。
※集合場所等の詳細はお問い合わせください。

南紀串本観光協会
TEL:0735-62-3171
FAX:0735-62-1070
info@kankou-kushimoto.jp

http://www.kankou-
kushimoto.jp/

７日
（日）

上北山村

吉野熊野国立公園
大台ヶ原地区

パークボランティア
自然観察ハイキング

大台ヶ原で活動するパークボランティアが一緒に季節の動植物を観察しながら、見どころや大台ヶ原ならでは
の雄大な自然を楽しみます。
開催場所：東大台 時間：10:00～15:30 参加費：100円（保険代）
定員：20名（先着順） 集合場所：大台ヶ原ビジターセンター（受付 9:40～）
参加対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
申込み：メール（氏名、住所、参加人数（小学生は学年も）、連絡先、交通手段を記載）

吉野自然保護官事務所
TEL:0746-34-2202

RO-YOSHINO@env.go.jp
http://kinki.env.go.jp/to_2018/

post_123.html/

7日
（日）

田辺市
秋の鳥の巣半島

観察会

内之浦の自然を考える会では講師をお招きし、鳥ノ巣半島の希少な動植物を地域の皆さんに知っていただく取
り組みを行っています。楽しく観察しながら地域の自然を学びましょう。
時間：９:00～12:30（受付8:45～） 集合場所：鳥ノ巣半島 平和公園駐車場
募集定員：20名 対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴） 料金：無料
持ち物：帽子、水筒、採集道具（虫かご、アミなど）

内之浦の自然を考える会
担当：廣畑

TEL:090-6902-4249

21日
（日）

新宮市

熊野学講座第3５回
自然探訪スクール
「世界遺産高野坂

の植物観察」

熊野地域の特色ある自然に触れながら動植物を楽しく学ぶ講座です。
世界遺産の高野坂で植物を観察し、要注意外来生物の「ノハカタカラクサ」の除去作業を行い世界遺産の保
全・自然について考えます。 ※雨天時は室内の講座となります。
対象：自然や大地に興味がある人（小学3年生以上） 参加費：500円（年間申込みは、1家族3,000円）
定員：30名程度 時間：9:30～12:00 集合：高森駐車場 9:30までに集合（時間厳守）
開催場所：新宮市 持ち物：トレッキング・作業できる装備、飲料、タオル、筆記具、あれば軍手
※詳細はお問い合わせください。（申込み締め切り10月17日）

新宮市教育委員会
文化振興課

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

bunka@city.shingu.lg.jp
http://kumanomori.info/

10月21日
（日）

11月25日
（日）

那智
勝浦町

山伏と歩くかけぬけ道
ウォーク

平成28年に追加登録された熊野古道「かけぬけ道」は那智山青岸渡寺の裏手から妙法山阿弥陀寺へと続く女人
高野への道。修験者山伏を先達として、苔むした急な階段を登り石畳みと石碑がよく残る凛とした空気の中、
神秘的な熊野を体験しましょう。
参加費：2,000円（昼食・ガイド料） 定員：各回先着40名
集合場所・時間：那智山バス停 AM:8:50 ※詳細はお問い合わせください。

那智勝浦町観光協会
TEL:0735-52-5311
FAX:0735-52-0131
nachikan@mb.aikis.or.jp

21日
（日）

田辺市 秋のひき岩群を歩こう

秋のひき岩群を皆で歩こう。
時間：9:00～12:00 集合場所：ふるさと自然公園センター
参加対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
持ち物・服装：水筒､筆記用具､採集用具､ビニール袋､長ズボン､長袖､帽子
※前日までにハガキ又は電話､FAX､電子メールで住所､氏名､年齢､電話番号をご連絡下さい。

ふるさと自然公園センター
TEL:0739-25-7252

11月

10日
（土）

吉野山

駅長お薦め
フリーハイキング

神仏霊場会10周年記念
贅沢な大人の山歩き

蔵王堂ご開帳と紅葉に
染まる吉野山へ！

駅長が歩いて見て納得した厳選コース地図を当日受付でお渡しいたします。その地図を参考にお客様が自由な
スタイルで歩いていただくハイキングです。
集合：近鉄吉野駅 時間：9:30～11:00 ※雨天決行･荒天中止
参加費：無料 予約不要

近鉄･下市口駅
TEL:0747-52-2422

10日
（土）

川上村
吉野熊野国立公園

山の日記念トレッキング
歴史の証人編

川上村下多古村有林にて、林業の歴史をひもときながら、日本最古の人工林をトレッキングします。
ここでしか聞けない、貴重な話が盛りだくさんです。
集合場所：近鉄大和上市駅
時間：9:30～15:00頃
参加費：3,000円（昼食、おみやげ、保険代含む） 定員：20名 対象：小学校高学年以上
申込み：ホームページから http://www.yoiyoi-kawakami.com/

山遊び塾yoiyoiかわかみ
TEL:070-4145-3223

yoiyoi.kawakami@gmail.com

11日
（日）

上北山村
吉野熊野国立公園

山の日記念トレッキング
大台ヶ原編

紀伊半島を代表する景勝地である大台ヶ原を、地元ガイドと共にトレッキングします。
集合場所：近鉄大和上市駅
時間：8:30～17:30頃
参加費：3,000円（昼食、おみやげ、保険代含む） 定員：20名 対象：小学校高学年以上
申込み：ホームページから http://www.yoiyoi-kawakami.com/

山遊び塾yoiyoiかわかみ
TEL:070-4145-3223

yoiyoi.kawakami@gmail.com

11日
（日）

田辺市
秋の動・植物を観察しよう

秋の動物や植物を皆で観察しよう。
時間：10:00～15:00 集合場所：伏菟野小学校
参加対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
持ち物・服装：水筒・筆記用具・採集用具・ビニール袋・長ズボン・長袖・帽子
※前日までにハガキ又は電話・FAX・電子メールで住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡下さい。

ふるさと自然公園センター
TEL:0739-25-7252

17日
（土）

串本町

大辺路ウォーク

part1

～3つの世界遺産を歩く～

熊野古道のイメージを一変させる「平見」と呼ぶ海岸段丘を上下するウォークです。
時間：9:10～14:30
参加費：3,000円 定員：４0人
参加対象：どなたでも参加できます。
※集合場所等の詳細はお問い合わせください。

南紀串本観光協会
TEL:0735-62-3171
FAX:0735-62-1070
info@kankou-kushimoto.jp

http://www.kankou-
kushimoto.jp/

12月

2日
（日）

熊野市

熊野古道トレイル
ランニングレース
KUMANO OLD
TRAILS 2018

熊野古道をはじめ、丸山千枚田、赤木城跡、ツエノ峰の雲海、瀞峡、布引の滝など、次々現れる絶景に感動間
違いなし！！今回で6年目を迎え、全国各地から800人あまりの参加者がトレイルランでタイムを競います。
（すでにエントリーは終えています。）興味のある方も是非、応援にお越しください。
詳細は大会HP（http://kumanooldtrails.com/）をご覧ください。
スタート場所：熊野市紀和B&G海洋センター
出発時間：50km→AM6:00・30km→AM7:00・10km→AM8:00 ※詳細はお問い合わせください。

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

kumano.old.trails@gmail.com
http://kumanooldtrails.com/

14日
（金）

新宮市

熊野学講座
第3５回自然探訪スクール

「月のクレーター・
流星群を見る」

熊野地域の特色ある自然に触れながら楽しく学ぶ講座です。
冬の星座を観察します。 ※雨天時は室内の講座となります。
対象：自然や大地に興味がある人（小学3年生以上）
参加費：500円（年間申込は1家族3,000円） 定員：30名程度
時間：19:00～21:00（19時までに集合） 集合・開催場所：宇久井ビジターセンター
持ち物：筆記具、防寒対策 ※詳細はお問い合わせください。（申込み締め切り12月12日）

新宮市教育委員会
文化振興課

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

bunka@city.shingu.lg.jp
http://kumanomori.info/

25日
（火）

～
27日
（木）

大台町
冬も元気だ！！

わくわくキャンプ

大台町の自然を思いっきり楽しめるキャンプ！
冬は山里の遊びが盛りだくさん。大杉谷地域に残る知恵や技も体験しよう！薪を割って、火を焚いたり、寒さ
に負けず元気に遊ぼう。夜は五右衛門風呂で体もポカポカ。 みんなで力を合わせておもちつきもするよ！
集合場所：大杉谷自然学校 時間：25日12:20～27日13:00頃
参加費：21,500円 定員:30名 対象：小学1年～中学3年

大杉谷自然学校
TEL:0598-78-8888
FAX:0598-78-8889
Mail: info@osugidani.jp
https://osugidani.jp/



よしくまの「地域の魅力」を楽しむイベント

10月

10月8日
（月・祝）
10月15日

（月）
11月15日

（木）

新宮市

「嶋津の森って
木がいっぱい！！

この木、何の木？？？」

新宮市の天然記念物「嶋津の森」を散策すると70種類を超える樹木に逢えます。
森の歴史や樹木についてお話ししながら一緒に歩きましょう。
時間：9:00集合（14:30終了予定） 定員：10名 参加対象：中学生以上で樹木に興味ある方
参加費：2,000円（ガイド料・保険代・地域への寄付金等含む）
集合場所：新宮市熊野川町嶋津「瀞大橋」喫茶店駐車場（申込み時に詳しくご説明いたします。）
装備：リュックサック、歩きやすい服装、靴、軍手、帽子、
持ち物：お弁当、おやつ、雨具、レジャーシート、飲料、行動食等

嶋津観光協会（ヒラノ）
TEL:050-7001-5299
TEL:080-3611-9402

hei8@zb.ztv.ne.jp
http://shimadu.iinaa.net/

21日
（日）

那智
勝浦町

甦りの旅は、
祈りの熊野から

那智山青岸渡寺西国三十三ケ所草創1300年、熊野那智大社御創建1700年記念事業として、
Kazuhisa Chikadaによる奉納演奏や座談会、宝物館無料開放や三重の塔と那智の滝のライトアップ
など両詣記念となるイベントです。
集合場所：那智山青岸渡寺三重の塔前
時間：1部10:00～15:00・2部15:30～18:00 参加対象：どなたでも参加できます。

那智勝浦町観光協会
TEL:0735-52-5311
FAX:0735-52-0131
nachikan@mb.aikis.or.jp

21日
（日）

吉野町 吉野山秋祭り
五穀豊穣に感謝し、吉野山の街中を3台の布団太鼓が練り歩き、金峯山寺蔵王堂に集決する。
場所：奈良県吉野郡吉野山一帯 ※雨天、荒天の場合は中止になることがあります。

吉野山観光協会
TEL:0746-32-1007

26日
（金）

～
27日
（土）

吉野町
國軸山 金峯山寺管領奉修
八千枚大護摩供「第三座」

～万人安楽 とも祈り～

修験道の根本道場、國軸山金峯山寺では、人々の幸せをともに祈り、ともに願う「万人安楽とも祈
り」の大法会を、当山中興第三十一世管領の大導師のもと、八千枚大護摩供の深秘の法を以て今年
も修することとなりました。
場所：奈良県吉野郡吉野山 金峯山寺蔵王堂 時間：26日13:00～27日15:00
祈願護摩木申し込み期限：10月15日（月） 祈願志納金：護摩木1本500円
八千枚大護摩供修法の間、秘仏御本尊が特別に御開帳されます。

國軸山 金峯山寺 蔵王堂
TEL:0746-32-8371

http://www.kinpusen.or.jp/

28日
（日） 新宮市

熊野学講座
第3４回歴史探訪スクール
「世界遺産阿須賀神社

とその周辺」

熊野地域の特色ある歴史文化を楽しく学ぶ講座です。
世界遺産である阿須賀神社周辺でフィールドワークを行い、歴史と文化に触れます。
対象：中学生以上～大人
参加費：一人1講座500円 中高生は無料 年間申込可→一人1,000円）
時間：14:00～16:00（時間厳守） 集合・開催場所：新宮市阿須賀神社周辺
※詳細はお問い合わせください。（申込み締め切り10月24日）

新宮市教育委員会
文化振興課

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

bunka@city.shingu.lg.jp
http://kumanomori.info/

28日
（日）

那智
勝浦町

第32回あげいん熊野詣

平安衣装を身にまとい、往時の面影が残る大門坂を登り、いにしえの熊野詣を再現する時代行列です。
集合場所・時間：那智勝浦町市野々 町立市野々小学校（着替え）AM8:00
募集人数：男20名・女110名 参加費：5,000円（行列参加料）昼食付
申込み：電話、FAX、メールにて事前申込み ※詳細はお問い合わせください。

那智勝浦町観光協会
TEL:0735-52-5311
FAX:0735-52-0131
nachikan@mb.aikis.or.jp

11月

2日
（金）

～
４日

（日）

串本町 橋杭岩ライトアップ

国指定名勝天然記念物の橋杭岩がライトアップされ、いつもとは違う幻想的な橋杭岩を観ることが
できます。
点灯時間：17:30～20:30
場所：橋杭岩 ※どなたでも参加できます。

串本町産業課
TEL:0735-６2-0557
FAX:0735-62-6970

sangyou@town.kushimoto.lg.jp
http://www. kushimoto.wakayama.jp /

3日
（土･祝）

～
30日
（金）

吉野町

八千枚大護摩供成満記念
国宝仁王門大修理勧進

神仏霊場会発足10周年記念
日本最大秘仏本尊特別御開帳

本堂蔵王堂の日本最大の秘仏ご本尊金剛蔵王大権現（約7m）3体を、特別に御開帳いたします。
場所：奈良県吉野郡吉野山 金峯山寺蔵王堂 拝観時間：8:30～16:30（受付は16:00まで）
拝観料：大人1,000円・中高生800円・小学生600円 ※団体割引あり
ミニ木札付き･特製エコバッグ進呈

國軸山 金峯山寺 蔵王堂
TEL:0746-32-8371

http://www.kinpusen.or.jp/

4日
（日）

御浜町
「平成30年度町制

60周年記念
御浜みかん祭り」

年中みかんのとれる町「御浜町」では、“みかん”をテーマに農産物の販売やみかんの品評会など、
楽しい内容が盛り沢山のお祭りを開催します。
時間：10:00～15:00
開催場所：道の駅パーク七里御浜周辺 ふれあい交流広場
※どなたでも参加できます。

御浜みかん祭り
実行委員会事務局

TEL:05979-3-0517
FAX:05979-2-3502

4日
（日）

太地町 太地浦くじら祭り

太地町の各種郷土芸能の披露や鯨肉の販売、近隣市町村等による物産展やバザー等を行います。
皆様のお越しをお待ちしております。
開催場所：太地町漁港ふれあい広場
開催時間：10:00～15:00
※どなたでも参加できます。

太地浦くじら祭り
実行委員会事務局

TEL:0735-59-2335
FAX:0735-59-2570
kankou@town.taiji.lg.jp

http://www.town.taiji.wakayama.jp/

17日
（土）

那智
勝浦町

第9回那智勝浦
いせえび祭り

伊勢エビ水揚げ高全国有数！伊勢エビ汁無料配布や特価販売など黒潮の恵み伊勢エビづくしの
イベントです。
時間：9:00～ 場所：勝浦地方卸売市場 参加対象：どなたでも参加できます。

那智勝浦町水産振興会
TEL:0735-29-4455

17日
（土）

新宮市

熊野学講座
歴史探訪スクール

子ども講座
「熊野歴史探検」

熊野地域の自然と歴史を楽しく学ぶ子どもの講座です。
新宮・熊野にたくさん残されている歴史を探索しながら見て、体験して学びます。
対象：小・中学生（小学3年生以上）
参加費：無料 集合場所：速玉大社神宝館周辺
時間：9:30～12:00 ※詳細は申込み時にご案内いたします。（申込み締め切り11月14日）

新宮市教育委員会
文化振興課

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

bunka@city.shingu.lg.jp
http://kumanomori.info/

18日
（日）

那智
勝浦町

アルコラ熊野古道
浦神峠編

太地、那智勝浦を中心に活動する「たいジオ」のウォークイベント。アルコラシリーズ第5弾！
おひとりさま参加も歓迎です。
集合場所・時間：JR湯川駅 9:３0集合（15時頃解散予定）
参加費：3,988円（サンキューバァヤ）昼食付 参加対象：一般（健脚の方） 定員：１５名
持ち物・服装：飲料、タオル、歩きやすい服装と靴、各自必要なもの
申込み：電話・FAX・メールにて事前申込み ※詳細はお問い合わせください。

たいジオ
TEL&FAX:0735-59-6039

taigeo5@yahoo.co.jp

12月

12月～ 紀宝町 光の祭典in紀宝

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光の世界が暗闇の中に広がります。
参加費：無料 開催場所：紀宝町ふるさと資料館前広場
※どなたでもご自由にご覧いただけます。日程・点灯時間等の詳細はお問い合わせください。

光の祭典in紀宝
実行委員会

TEL:0735-33-0334
FAX:0735-32-1102

16日
（日）

太地町 くじらの町マラソン大会

来年太地町で開催される「ねんりんピック 紀の国わかやま 2019マラソン交流大会」のリハーサル
大会として行われます。コースはそれぞれ3km、5km、10kmファミリーの部(1km）の距離別でど
れも太地の雄大な海や街並みを堪能できます。
参加対象：健脚向け 参加費：1人1,000円（ファミリーの部 子どもは500円）
定員：先着300名 申込み：事前申込み必要
集合場所：太地町くじら浜公園 受付時間：7:30～8:15
服装：ランニングに適した装備 ※詳しくは、お問い合わせください。

ねんりんピック紀の国
わかやま2019

太地町実行委員会
TEL:0735-59-2335
FAX:0735-59-2801

Kaigo_houkatsu@town.taiji.lg.jp
http://www.town.taiji.wakayama.jp/

月 開催日 場所 イベント名 内容 お問い合わせ

吉野熊野国立公園Facebook
「よしくま」もチェック！

【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）


