
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♪
山や海のアクティビティ、自然の幸、文化を楽しめるイベントを、
カレンダーにまとめました。ぜひご参加ください！

国立公園区域

吉野熊野国立公園
よしくまを

まるごとあそぶイベントカレンダー
2019. 1～2019. 3

瀞峡（十津川村） 恋人岬（すさみ町）大普賢岳（上北山村）

1月

平成30年
12月22日
（土）
～

平成31年
1月8日
（火）

白浜町

水族館解説ツアー
水族館の生き物について、研究者と飼育係が日替わりで、各専門のテーマを解説します。
時間：10:45～11:15 料金：入館料のみ

京都大学白浜水族館
TEL:0739-42-3515 

バックヤードツアー
水族館の裏側に入り、飼育設備やエサ、標本などについて研究者が日替わりで解説しま
す。
時間：11:15～11:45 料金：入館料のみ

２７日
（日） 田辺市

さかなクンの
ギョギョッと

びっくりお魚教室
in 紀南

さかなクンが紀南へやってくる！お魚クイズやギョギョッとおどろくお話しがいっぱ
い！みんなで楽しくお魚について学ぼう！海のいきものと触れ合うタッチングプール同
時開催！
場所：紀南文化会館大ホール 時間：14:30～（開場14:00）
チケット：大人（高校生以上）2,800円・小人2,500円 ※詳しくはお問い合わせください。

紀南文化会館
TEL:0739-25-3033

2月
9日

（土）
白浜町 水族館の飼育体験

水族館の裏側に入り、水槽の水の循環システムを見学、魚のエサやりなど、水族館
の飼育係の仕事を体験できます。
時間：13:30～15:30 定員：20名（小学生以上限定）
参加料：入館料及び傷害保険100円 参加方法：直前の火曜日までに電話で申込み

京都大学白浜水族館
TEL:0739-42-3515 

3月
２４日
（日）

田辺市
海辺の生き物
を観察しよう

天神崎にある元島へ行って海辺の生き物を観察しよう！
集合場所：元島の堤防を渡った場所（12:30までに集合） 時間：12:30～15:00
参加対象：小学生から一般（小学生は保護者同伴） 持ち物：筆記用具、採集用具、ビニール袋
服装：防寒の準備、長靴、手袋

ふるさと自然公園
センター

TEL:0739-25-7252

月 開催日 場所 イベント名 内容 お問い合わせ

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

1月

1日
（祝・火）
2日（水）
3日（木）
4日（金）
５日（土）

新宮市
「2019年だよ！

絶景を見に行こう！」

201９年の初めは絶景から！平成最後のお正月！絶景からスタートしませんか？
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：６名 （最低催行人数3人）
参加費：3,５00円（ガイド料・保険代・入山料・地域への寄付金等含む）
集合時間・場所：９:３0 新宮市熊野川町嶋津「瀞大橋」喫茶店駐車場
装備：リュックサック、登山しやすい暖かい服装、靴、手袋、帽子、ストックか杖
持ち物：弁当、雨具、レジャーシート、飲料、行動食等 ※詳細は申込み時に説明いたします。

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/

６日
（日）

田辺市 七草がゆを作ろう

ふるさと自然公園センターにて七草を摘んで皆で七草がゆを作ろう！
参加対象：小学生から一般まで 参加費：無料 集合場所：ふるさと自然公園センター
時間：9:30～12:00
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

ふるさと自然公園
センター

TEL:0739-25-7252

12日
（土）

串本町

重畳山滝めぐり
ウォーク

-伊串川の滝と近畿
自然歩道を歩く-

修験者が雨乞いをしたと言われる七珍宝の滝と、二段になった銚子の滝が見どころの
ウォークです。
参加対象：健脚な方
集合時間・場所：伊串港 9:30集合 14:00終了予定
参加定員：40名 ※FAX、メールにて申込みください。
参加費：3,000円 ※詳細は事務局まで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@kankoukushimoto.jp
http://www.kankou-

kushimoto.jp/

19日
（土）
～

2月24日
（日）

川上村
大峰アイスガーデン
氷瀑トレッキング

知る人ぞ知る“大峰アイスガーデン”を訪ねます。屏風のように広がる幅広の滝は一見
の価値あり！
参加対象：中学生以上 参加費：10,000円（昼食代、ガイド料含む）
集合時間・場所：9:45集合 川上村役場前駐車場
※HP、電話、メールにて申込みください。
※詳細はHPをご覧ください。

山遊び塾yoiyoiかわかみ
TEL:070-4145-3223

yoiyoi.kawakami@gmail.com
https://www.yoiyoi-

kawakami.com/

27日
（日）

田辺市 野鳥の観察

会津川に集まる野鳥の観察をしよう！
参加対象：小学生から一般 参加費：無料 集合場所：田辺市高山寺境内
時間：9:30～12:00 持ち物：採集用具、双眼鏡（あれば持ってきて下さい。）
服装：防寒の準備、手袋

ふるさと自然公園
センター

TEL:0739-25-7252

2月

３日
（日）

新宮市

「節分だよ！
福を呼び込む
絶景ツアー！」

平成最後の節分！パワースポットで福を呼び込む絶景ツアーに参加しませんか？
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：10名 （最低催行人数3人）
参加費：3,000円（ガイド料、保険代、入山料、地域への寄付金等含む）
集合時間・場所：９:３0 新宮市熊野川町嶋津「瀞大橋」喫茶店駐車場
装備：リュックサック、登山しやすい暖かい服装、靴、手袋、帽子、ストックか杖
持ち物：弁当、雨具、レジャーシート、飲料、行動食等
※詳細は申込み時に説明いたします。

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/

３日
（日）

田辺市
カスミサンショウウオ

の観察

ふるさと自然公園センター周辺にいるカスミサンショウウオの観察をしよう！
参加対象：小学生から一般（小学生は保護者同伴） 参加費：無料
時間：9:30～12:00 持ち物：筆記用具、採集用具、ビニール袋など
服装：防寒の準備、長靴、手袋

ふるさと自然公園
センター

TEL:0739-25-7252

9日
（土）

串本町

大辺路ウォーク
Part2

-古座の日本遺産
を歩く-

かつては古式捕鯨で栄えた漁師町の風情が残る古座の街並みと、吉野熊野国立公園の海
岸を歩きます。
参加対象：健脚な方のどなたでもご参加できます。
参加定員：40名 ※FAX、メールにて申込みください。
集合時間・場所：JR古座駅 10:30集合 15:00終了予定
参加費：３,000円 ※詳細は事務局まで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

9日
（土）

田辺市 天神崎清掃

吉野熊野国立公園内の天神崎の磯を皆で清掃しましょう。
時間：9:00～10:00 集合場所：丸山の見える駐車場
参加対象：どなたでも沢山ご参加下さい。 申込み：不要
※会の方で軍手、ゴミ袋等をご用意します。

公益財団法人
天神崎の自然を
大切にする会

TEL:0739-25-5353

9日
（土）
16日
（土）

上北山村

冬の
「心の道ウォーク」
“スノーシュー体験”

一面の雪景色と雄大な自然を満喫できる冬の和佐又山。山頂からは大峯奥駆道である大
普賢岳が遠望できます。
参加対象：どなたでも参加可能 定員：20名（最少催行人数15名）
参加料：4,000円（昼食、お土産、保険料、ガイド料、スノーシューレンタル料込）
申込み方法：12月25日（火）開始（インターネット限定）
※詳細は上北山村公式HPの新着情報欄をご確認ください。
集合時間・場所：和佐又山登山口バス停 10:00集合
※和佐又山登山口バス停までは奈良交通バス「霧氷バス」をご利用ください。
持ち物：リュック、登山靴（防水）、レインウェア（上下セパレートタイプ推奨）、
手袋（スキー用等防水タイプ推奨）、ゴーグル又はサングラス、着替え、飲料、タオル、飴 等

上北山村地域活性化
イベント実行委員会
TEL:07468-2-0001
kanko@vill.kamikitayama. 

lg.jp
https://www.vill.kamikitaya

ma.nara.jp

16日
（土）

田辺市
鳥ノ巣半島観察会

（冬）

田辺市にある鳥ノ巣半島では年4回観察会を行っています。今回は冬のいきものを観察
します。
参加対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 参加費：無料
集合場所：鳥ノ巣平和公園駐車場 時間：9:30～12:30 持ち物：筆記用具、採集用具
服装：防寒服、長靴、手袋

内之浦の自然を考える会
担当：廣畑

TEL:090-6902-4243

おいでよ、よしくまに

吉野 熊野 田辺

三重の塔（那智勝浦町） 天神崎（田辺市）吉野山（奈良県）



よしくまの「山・川・海の幸、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 お問い合わせ

1月

平成30年
12月1日
（土）
～

１月６日
（日）

紀宝町
第17回

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広がります。
1月6日まで点灯します。
点灯時間：18:00～22:00（平成30年12月31日と平成31年1月1日はオールナイト点灯）
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。

光の祭典in紀宝
実行委員会

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

3日
（木）

田辺市 野中の獅子舞

県指定無形文化財の近野神社へ奉納される獅子舞で約700年の歴史があります。2日は、
野中から近露までの約250軒の家を回ります。3日は近露王子、近野神社、継桜王子で
舞う予定となっています。
場所：継桜王子（田辺市中辺路町野中） 時間：14:00～
※詳細はお問い合わせください。

近露観光交流館
かめや

TEL:0739-65-0615
http://www.nakahechi.jp/

chikano/index.html

８日
（火）

田辺市
伊作田稲荷神社の

例大祭

伊作田稲荷神社にて獅子神楽によるおはらいが、盛大に行われます。
開催地：伊作田稲荷神社
※どなたでもご参加できます。 ※詳細はお問い合わせください。

田辺観光協会
TEL:0739-26-9929

1月19日
（土）
～

2月11日
（月・祝）

吉野町
鬼フェス

in 吉野山2019

1月19日（土）上町エリア、1月26日（土）下町エリア、2月2日（土）全エリア、2
月9日（土）中町エリアでバルやナイトライブが実施されるほか、鬼のフェイスペイン
ティングや葛きり・柿の葉寿司作りなどの体験プランもご用意しています。鬼に染まる
吉野山に是非お越しください。
※バルチケット購入可能店舗など、詳細はHPをご覧下さい。

吉野山観光協会
TEL:0746-34-1007
FAX:0746-32-1217

http://www.yoshinoyama-
sakura.jp/onifes2019/

20日
（日）

新宮市

第34回
歴史探訪スクール
太地水産共同組合
（大敷）の百年

～社会貢献を中心に～

熊野地方の特色ある歴史文化を学びます。
参加対象：中学生以上 定員：70名
参加費：500円（中高生は参加費無料） 年間申込は、1人1,000円
時間・場所：14:00～16:00 新宮市福祉センター 申込み〆切：1月16日（水）まで
※詳細は申込み時にお尋ねください。

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/

2６日
（土）

串本町
本州最南端の火祭り
（潮岬望楼の芝焼き）

しばし現実を忘れさせる幻想的な世界へと変わる芝焼きに加え、昼は物産販売や踊り等
の催し物もあります。
時間：13:30～18:30（点火は17:30頃）
場所：串本潮岬望楼の芝
※どなたでもご自由にご覧いただけます。

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

nfo@kankou-kushimoto.jp
http://www.kankoukushimoto.jp/

26日
（土）

那智
勝浦町

第25回まぐろ祭り

生まぐろ水揚げ高日本一の那智勝浦だからこそ、味わえるまぐろの試食や卸売りなど
盛りだくさんのイベントです。
開催場所：那智勝浦地方卸売市場 （雨天決行）
開催時間：9:00～
※どなたでもご参加いただけます。

まぐろ祭り
実行委員会事務局

（那智勝浦町観光協会）
TEL:0735-52-5311
FAX:0735-52-0131
http://www.nachikan.jp/

26日
（土）
27日
（日）

田辺市

第27回
子どもふるさと絵画
紀南文化会館展

天神崎の美しい自然が吉野熊野国立公園になっています。ぼくらのまちが日本を代表す
る自然に恵まれていることに感謝し、美しいふるさとが絵やポスターになりました。
是非ご覧下さい。
場所：紀南文化会館 １階展示ホール
時間：9:00～17:00まで（27日は16:30まで）
作品：各園・校より出品された作品及び個人写生作品

紀伊民報絵画展係
TEL:0739-22-7171

3月

3日
（日）

新宮市
「桃の節句の
絶景ツアー！」

飛び地のパワースポットで福を呼び込む絶景ツアーに参加しませんか？
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：10名 （最低催行人数3人）
参加費：3,000円（ガイド料・保険代・入山料・地域への寄付金等含む）
集合時間・場所：９:３0 新宮市熊野川町嶋津「瀞大橋」喫茶店駐車場
装備：リュックサック、登山しやすい暖かい服装、靴、手袋、帽子、ストックか杖
持ち物：弁当、雨具、レジャーシート、飲料、行動食等
※詳細は申込み時に説明いたします。

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/

９日
（土）

串本町

串本戦跡ウォーク
－太平洋戦争の遺跡

をめぐる－

海軍地下送信所をはじめ串本に残るいくつかの軍事施設の遺跡を訪ね、戦争と平和の意
味を考えます。
参加対象：健脚な方
参加定員：40名 ※FAX、メールにて申込みください。
集合時間・場所：旧 NTT前 13:30集合 15:30終了予定
参加費：1,500円 ※詳細は事務局まで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

23日
（土）

本宮町

第34回
歴史探訪スクール
「熊野古道体験」
世界遺産大峰奥駈道
（備崎と大斎原から

大日越）

熊野地域の特色ある歴史文化を楽しく学ぶことを目的としています。
世界遺産の大峰奥駈道を歩きます。
参加費：必要 対象：中学生以上
延期の場合は3月24日（日）に延期します。
※別途ご案内となります。集合場所・時間等の詳細は申込み時にお尋ねください。

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/

月 開催日 場所 イベント名 内容 お問い合わせ



月 開催日 場所 イベント名 内容 お問い合わせ

【お問い合わせ先】

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）

2月

2日
（土）

新宮市

第34回
歴史探訪スクール
目で見る新宮熊野の

近代史（５）

熊野地方の特色ある文化を学びます。
参加対象：中学生以上 定員：70名
参加費：500円（中高生は参加費無料）年間申込は、1人1,000円
時間・場所：14:00～1６:00 新宮市福祉センター 申込み〆切：1月30日（水）まで
※詳細はお問い合わせください。

新宮市教育委員会
文化振興課

TEL:0735-23-3368
RAX:0735-23-3370
bunka@city.shingu.lg.jp
http://kumanomori.info/

3日
（日）

吉野町 金峯山寺節分会

節分の法要の後、鬼の調伏式が行われます。この調伏式は「福は内、鬼も内」と唱え、
全国から追われてきた鬼を迎え入れ、経典の功徳や法力によって、荒れ狂う鬼たちを仏
道に入らしめるという伝統行事です。福豆まき大抽選会も実施いたします。
場所：金峯山寺蔵王堂
時間：10:00～

金峯山寺
TEL:0739-65-0615
http://www.kinpusen.

or.jp/

6日
（水） 新宮市 お燈祭り

白装束に荒縄を締めた男たちが、暗闇のなか御神火を受けた松明を片手に急峻な石段を
駆け下りる神倉神社の例祭で春を呼ぶ勇壮な火祭りです。
（当日は、午後より女人禁制で、神倉神社から許可を受けた方以外は入山できません。）
平成２８年３月に国の重要無形民俗文化財に指定されています。
※境内の外よりどなたでもご覧いただけます。
※詳細はお問い合わせください。

新宮市観光協会
TEL:0735-22-2840
FAX:0735-22-2842

info@shinguu.jp
https://www.shinguu.jp/

17日
（日）

那智
勝浦町 南の国の雪まつり

冬でも暖かい熊野に「雪の国」が出現！雪遊びや特産品販売など多彩なイベントが楽し
めます。
開催場所：那智勝浦町役場周辺
時間：8:30～15:30
※どなたでもご参加いただけます。

南紀くろしお商工
TEL:0735-52-1089
FAX:0735-5２-5423
http://www.mikumano.or.jp/

23日
（土）
～

3月3日
（日）

那智
勝浦町 南紀熊野ひなめぐり

13,300体のひな人形がひな壇に見立てた観客席（体育文化会館）に並ぶ、大迫力の
「ビッグひな祭り」です。
開催場所：那智勝浦町体育文化会館
時間：9:00～17:00
※どなたでもご自由にご覧いただけます。

ひなめぐり
実行委員会

TEL:070-5545-8195
http://www.nankihinameg

uri.com/

平成30年
10月15日
（月）
～

2月28日
（木）

すさみ町 イセエビ味覚まつり
観光協会加盟宿泊施設にて、すさみの荒磯で育った絶品のイセエビをご賞味ください。
※詳細はすさみ町観光協会までお問い合わせください。

すさみ町観光協会
TEL:0739-34-320

3月

平成30年
8月4日
（土）
～

3月3日
（日）

みなべ町

みなべスタンプラリー
with

ここたびみなべ

みなべ町の観光施設や飲食店、温泉施設などをお得に楽しく巡って、スタンプを集めよう！
A賞はスタンプ７個で絶景温泉ペア宿泊券が当たります！
応募締め切り：平成31年３月11日（月）消印有効
応募方法：https://stamp.minabe-kanko.jpにアクセスして頂くか、各スポットに設置してある
QRコードを読み取って、サイトにアクセスしてください。※詳細はHPをご覧下さい。

みなべ観光協会
TEL:0739-74-8787
https://www.minabe-

kanko.jp/stamprally2018

10日
（日）

那智
勝浦町

熊野学講座 第35回
自然探訪スクール

「春の野草を
味わう！」

熊野地域の特色ある自然とふれあい、楽しく学ぶ講座です。
春の植物を観察し、野草について学びます。
対象：自然や大地に興味がある人（小学3年生以上） 時間：9:30～12:00
参加費：500円（年間申込は1家族3,000円） 集合・開催場所：宇久井ビジターセンター
持ち物：ビニール袋、飲料等各自必要なもの、活動しやすい服装
※詳細はお問い合わせください。 申込み締切：３月６日（水）まで

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/

よしくまの「山・川・海の幸、地域の魅力」を楽しむイベント

吉野熊野国立公園Facebook
「よしくま」もチェック！

尾鷲の朝日（尾鷲市）お燈祭り（新宮市）

不動七重の滝（下北山村） 飛雪の滝（紀宝町） 垢離取場（下北山村）神倉神社（新宮市）

オオカワリギンチャク（みなべ町）

千里の浜（みなべ町）金峯山寺（吉野町）


