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. 7～2018. 9
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。
家族で、恋人と、1人でも満喫できる！こぞってご参加ください！！

国立公園区域

よしくまの「川」を楽しむイベント
月

開催日

開催中
～9月まで

7月

７月１日
（日）
8月5日
（日）
9月2日
（日）

場所

北山村

新宮市

イベント名

観光筏下り

時空の旅
～タイムマシーン
に乗って～

天川村

川の生き物見てみよう、
調べてみよう！

21日
（土）
22日
（日）

串本町

熊野水軍古座
河内祭りの夕べ

9月

９日
（日）

熊野学講座
第3５回自然探訪
新宮市
スクール
「清流高田川の生きもの」

月

開催日

場所

14日
（土）

7月7日
（土）
8月18日
（土）

イベント名

吉野熊野国立公園
大台ヶ原地区
上北山村
アクティブ・レンジャー
自然観察会

15日
（日）

昆虫の採集と標本の作製

内容
和歌山県の飛び地『北山村』の観光筏に乗って“秘境北山川の雄大な大自然”と
“スリル”を味わってみませんか？ 感動間違いなしです！
参加対象：10歳から75歳までの健脚な方（完全予約制です。）
開催・集合場所：北山村 「道の駅おくとろ」
時間：予約時にお問い合わせください。
持ち物：濡れた場合の着替え、タオル、サンダル等
参加費：大人6,000円（8月のみ7,000円）・小学生は3,000円
※観光筏下りは9月まで体験できます。※運航日等詳細はお問い合わせください。
～岩と水 歴史と文化に思いを馳せる 時空の旅へ～
『川の参詣道』として世界遺産となった熊野川。江戸時代の石垣が残る新宮城跡。
新宮市が誇る２つの名所を川舟とウォークでジオガイドがご案内いたします。
時間：9:30～14:15
定員：10名 集合場所：熊野川川舟センター
参加費：6,900円（乗船・ガイド・昼食・保険料含む）
申込方法：「ジオツアーに参加」とお伝えください。 ※詳細はお問い合わせください。
谷幸三先生のおもしろいお話で、楽しく川の生き物や環境について身近に感じてみよう！
源流の冷たさや珍しい水生昆虫発見！
時間：13:30～16:00 定員：60名 集合場所：洞川エコミュージアムセンター
参加費：2,000円（小中学生半額） 申し込み：電話、FAX、メール
持ち物：水筒、帽子、タオル、雨具、川に入れる服装、濡れても良いサンダル等
国指定・重要無形文化財に指定されており、日本遺産にも認定されているお祭りです。
22日の夜には、花火も予定されています。ぜひお越しください！
開催場所：串本町古座川河口付近
※詳細はお問い合わせください。
熊野地域の自然と動植物にふれあう講座です。
清流高田川で生息している生物を観察し生態や高田川の自然について学びます。
対象：自然や大地に興味がある人（小学3年生以上）
参加費：500円（年間申込は、1家族3,000円）
時間：9:30～12:00
集合：新高田会館
開催場所：高田地区 持ち物：着替え、網、飲料 ※詳細はお問い合わせください。（申込締め切り９月５日）

内容
国立公園で働くアクティブ・レンジャーが案内人となり、大台ヶ原の環境の変化や環境省が行っている自然再生
の取組みを紹介します。
開催場所：東大台
定員：15名（先着順）
参加費：100円（保険代）
時間：10:00～15:30
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）
採集した昆虫で標本を作ってみよう！
時間：9:30～16:00 参加対象：小・中・高校生・一般（小学生は保護者同）
講師：ふるさと自然公園センター専門員他 参加費：無料
集合場所：ふるさと自然公園センター
持ち物：筆記用具・採集用具・ビニール袋
申込み：前日までに電話・FAX・電子メールで住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡下さい。

お問い合わせ

北山村観光センター
TEL:0735-49-2324
FAX:0735-49-2588
http://kankou.vill.kitayama.
wakayama.jp/ikada/

熊野川川舟センター
TEL:0735-44-0987

天川村
TEL:0747-64-0999
FAX:0747-64-0888
chiikiseisaku@vill.tenkawa.lg.jp
www.vill.tenkawa.nara.jp

南紀串本観光協会古座
TEL＆FAX:0735-72-0645
info@kokoza.com
http://www.kokoza.com/

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

お問い合わせ
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

ふるさと自然公園センター
TEL＆FAX: 0739-25-7252

7月

16日
（月・祝）

21日
（土）

田辺市

夏の鳥ﾉ巣半島
観察会

植物の採集と標本の作製

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、日焼け止め、採集道具（虫かご、アミなど）
植物の標本を作ろう！
時間：9:30～12:00 参加対象：小・中・高校生・一般（小学生は保護者同伴）
講師：ふるさと自然公園センター専門員他 参加費：無料
集合場所：ふるさと自然公園センター
持ち物：筆記用具・採集用具・ビニール袋
申込み：前日までに電話・FAX・電子メールで住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡下さい。

内之浦の自然を考える会
担当：廣畑
TEL:090-6902-4249

ふるさと自然公園センター
TEL＆FAX:0739-25-7252

よしくまの「地域の魅力」を楽しむイベント
月

開催日

内容

お問い合わせ

熊野地域の特色ある自然に触れ、動植物と楽しく学ぶ講座です。
田んぼ水族館でトンボを観察します。みんなでトンボ博士を目指しましょう。
対象：自然や大地に興味がある人（小学3年生以上） 開催場所：田んぼ水族館
参加費：500円（年間申込は1家族3,000円） 時間：9:30～12:00 集合：熊野川町総合開発センター
持ち物：虫とり網、虫かご、長ぐつ、飲料、雨具、動きやすい服装 ※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

新宮市

吉野山

蓮華会 蛙飛び行事

ユーモラスな大青ガエルを乗せた太鼓台が吉野山を練り歩く様子と法力によって人間に立ち返る法要が必見です。
開催場所：金峯山寺蔵王堂
時間：12:30太鼓台出発（竹林院前）、15:00行列（吉野山駅前）、16:00蔵王堂

7月21日
（土）
～
8月18日
（土）

田辺市

第２回 Instagram
扇ヶ浜イルカ
フォトコンテスト

期間中、国内在住の方で「@tanabe-iruka」のアカウントをフォローした方なら誰でも参加可能で審査に
選ばれた方には賞品が送られます。ハッシュタグ「♯扇ヶ浜イルカ」をつけて投稿ください。
応募方法は http://www.nanki-mirai.jp/ をご覧ください。

30日
（月）

白浜町

白浜花火
フェスティバル

みなべ町

鹿島神社
奉納花火祭

天川村

プラネタリウムで
星の勉強会

昼間でも満天の星空が見えちゃう！？プラネタリウムで夏の星々を楽しく勉強しよう。
君もなれるか星マスター！
時間：13：30～16：00 定員：30名 集合場所：洞川エコミュージアムセンター
参加費：2,000円(小中学生半額) 申し込み：電話、FAX、メール 持ち物：水筒、筆記用具等

串本節おどりや仕掛け花火が迫力満点な花火大会でビンゴゲーム大会やバンドライブなど楽しいイベントが
もりだくさん！
開催場所：串本漁港内（串本節おどり・花火大会は8月4日）
※どなたでも参加できます。詳しくはお問い合わせください。

7日
（土）

1日
（水）

４日
（土）

8月

イベント名
熊野学講座
第3５回自然探訪スクール
「トンボを調べよう！」

1日
（日）

7月

場所

４日
（土）
５日
（日）

串本町

第14回串本祭り

10日
（金）

白浜町

白浜花火大会

11日
（土･祝）

那智
勝浦町

15日
（水）

17日
（金）

募集中
17日
（金）
応募締切

24日
（金）
～
26日
（日）

25日
（土）

下北山村

熊野市

串本町

白浜町

天川村

那智勝浦町花火大会

第34回下北山村夏祭り

熊野大花火大会

串本町観光フォト
コンテスト

熊野水軍埋蔵金探し

簡単バームクーヘン作り
＆
クラフト

熊野学講座
第3４回歴史探訪スクール
「西国巡礼と三十三度行者」

２日
（日）

熊野学講座
歴史探訪スクール
子ども講座
「熊野歴史探検」

22日
（土）

30日
（日）

すさみ町

すさみ街中ウォーク

南紀みらい株式会社

白浜観光協会
TEL:0739-43-5511

毎年8月1日に南部湾で開催される花火大会。宝永4年10月28日に起こった大地震の津波が発生した際に、
南部湾にある鹿島が波を2つに分けて被害を最小限に抑えたことへの感謝の気持ちから毎年
行われております。
時間：20:00～21:00
場所：南部海岸
打ち上げ数：約1,800発(予定) ※詳細はお問合せください。

鹿島神社
TEL:0739-72-4573

天川村
TEL:0747-64-0999
FAX:0747-64-0888
chiikiseisaku@vill.tenkawa.lg.jp
www.vill.tenkawa.nara.jp

南紀串本観光協会
（串本まつり実行委員会）
TEL:0735-６2-3171
FAX:0735-62-1070
info@kankou-kushimoto.jp
http://www. kankoukushimoto.jp

早打ちスターマイン、仕掛け花火など趣向を凝らしたものばかり。湾全体を銀世界に包むナイアガラは必見です。
時間：20:00～21:00

場所：白良浜

打ち上げ数：約3,000発 ※詳細はお問合せください。

「快水浴場100選」で特選に選ばれた県下最大級のビーチリゾートである那智勝浦海水浴場で観る迫力ある
花火大会です。
場所：那智海水浴場「ブルービーチ那智」 時間：20:00～21:00 ※どなたでもご覧いただけます。

総本山金峯山寺
TEL:0746-32-8371
http://www.kinpusen.or.jp

TEL:0739-25-8230
info@nanki-mirai.jp

花火と音のハーモニーで白浜の夜空を色鮮やかに染めます。
時間：20:00～21:00
場所：白良浜
打ち上げ数：約3,000発 ※詳細はお問合せください。

白浜観光協会
TEL:0739-43-5511

那智勝浦町花火実行委員会
TEL:0735-29-2007
FAX:0735-5２-3011
http://www.town.nachikatuura.
wakayama.jp./

会場付近の池郷川にてアユのつかみ取り！夜は、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700発！
開催場所：下北山村上池原・下北山スポーツ公園付近
時間：13:00～（予定） ホームページ（http://www.yoshino.or.jp/shimokita/）

下北山村商工会青年部
下北山村夏祭り実行委員会

三百余年の伝統を誇り、世界遺産の「鬼ケ城」「七里御浜海岸」を舞台に行われる花火大会です。
開催場所：熊野市 七里御浜海岸
時間：19:10～打ち上げ開始予定
※雨天、高波時は、18日（土）、22日（水）、27日（月）、28日（火）のいずれかに延期します。

TEL＆FAX:0597-89-0100
kumanoshikankoukyoukai@ztv.ne.jp
http://www.kumanokankou.info/

串本町の観光PRの為の写真を広く募集するコンテストです。
グランプリ賞金は１0万円！ぜひご応募ください。
参加資格：串本町内の写真を持つ方（アマチュア未発表作品限定）
1名につき15作品まで応募可
応募締め切り：8月17日（必着） ※詳細は串本町HPでご確認ください。

その昔、熊野水軍の船が嵐に遭い白良浜にうちあげられました。
船の修理に時間がかかるので、多くの宝物を白良浜に隠しました。
その言い伝えにちなんで熊野水軍の宝を探す人気のイベントです。
時間：10:00～15:00
場所：白良浜
参加費：無料（受付等もございません）

今年はやります！毎回大好評のバームクーヘン作りとクラフトに挑戦。さて、竹と炭火で美味しくやけるかな？
時間：10:00～16:00 定員：50名 集合場所：洞川エコミュージアムセンター
参加費：2,000円（小中学生半額） 申し込み：電話、FAX、メール
持ち物：水筒、タオル、軍手、汚れて良い服装、飲み物各自
熊野地域の特色ある歴史文化を楽しく学ぶ講座です。
対象：中学生以上～大人
参加費：一人1講座500円（中高生は参加費無料・年間申込可→参加費：一人1,000円）
時間：14:00～16:00
集合・開催場所：福祉センター
※詳細はお問い合わせください。（申込締め切り８月29日）

新宮市
9月

TEL:0735-23-3368
FAX:0735-23-3370
bunka@city.shingu.lg.jp

熊野地域の自然と歴史を楽しく学ぶ子どもの講座です。
対象：歴史に興味がある人（小学3年生以上）
参加費：一人500円
開催場所：新宮城跡から速玉大社周辺
時間：9:30～12:00
※詳細は申込時にご案内いたします。（申込締め切り９/１9）
すさみ町内の史跡を語り部と共に巡ります。
集合場所：すさみ町海水浴場
募集定員：30名 時間：9:00～15:00（予定）※詳細はお問合せください。

TEL:07468-5-2022
FAX:07468-5-2759
ｓ-shoko＠ｍ5.kcn.ne.jp

熊野市観光協会・熊野市

串本町産業課
TEL:0735-６2-0557
FAX:0735-62-6970
sangyou@town.kushimoto.lg.jp
http://www.
kushimoto.wakayama.jp /

白浜観光協会
TEL:0739-43-5511

天川村
TEL:0747-64-0999
FAX:0747-64-0888
chiikiseisaku@vill.tenkawa.lg.jp
www.vill.tenkawa.nara.jp

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

周参見公民館
TEL:0739-55-3037

よしくまの「海」を楽しむイベント
月

開催日
１日
（日）

場所

串本町

イベント名

串本の海開き！

研究者と飼育係の
こだわり解説ツアー
7月21日
（土）
～
9月2日
（日）

7月

7月23日
（月）
～
８月29日
（水）

田辺市

白浜町

那智
勝浦町

29日
（日）

29日
（日）

29日
（日）

串本町

田辺市

南紀田辺扇ヶ浜で
イルカと泳げる
海へ行こう!!

大水槽エサやり体験

8月

11日
（土・祝）

水族館の生き物について、研究者と飼育係が日替わりで、それぞれの専門のテーマで解説します。
集合場所：水族館受付前に10:45
参加対象：どなたでも
参加定員：10名
参加料：入館料（大人600円・小人200円が必要。イベント参加料は無料）
参加申込み方法：当日受付にて、先着順

田辺市の扇ヶ浜海水浴場では期間中イルカの見学を行っています。
時間：9:30～18:00（入場は17:30まで）
入場料：500円
※ドルフィンタッチ・ドルフィンスイムは別料金です。
※天候その他の事情により、予定を変更することがあります。
※詳細はお問合せください。（期間中のお問合せ 0739-25-5554 9:30～18:00まで）
夏休み期間中の7月23日～8月29日の、月・火・水曜日に、飼育係と一緒に１０１号水槽にエサをあげる、
「大水槽エサやり体験」を行います。
集合場所：水族館受付前に14:45
参加対象：小学生以上
参加定員：10名
参加料：入館料（大人600円・小人200円が必要。イベント参加料は無料）
参加申込み方法：当日受付にて、先着順

ビーチバレー大会

県下最大級のビーチで競技の普及とスポーツを通しての交流を目的にビーチボールを開催します。
開催場所：那智勝浦町 那智海水浴場「ブルービーチ那智」
参加費：1チーム1,000円 参加対象：1チーム9名の団体
参加募集チーム：32チーム
受付時間：8:15～8:45・開始：9:00～

橋杭ビーチサマー
フェスタ2018

橋杭海水浴場でダンスイベントやゲーム等、小さいお子様から大人も楽しめるイベントを実施します！
開催場所：串本町橋杭海水浴場
時間：10:00～15:00
※どなたでも参加できます。

海辺の観察会

熊野学講座
第3５回自然探訪
スクール
「磯の生き物観察」

南紀みらい株式会社
TEL:0739-25-8230
info@nanki-mirai.jp

京都大学白浜水族館
TEL:0739-42-3515

日本各地で人気上昇中のマリンスポーツが今年もブルービーチで楽しめます。
サーフィンとは違い波のない場所でもオールでの移動が可能で幅広く楽しめます。
場所：那智海水浴場「ブルービーチ那智」
参加費：1,000円（２0分）・2,000円（40分）・2,500円（60分）
延長は20分毎に500円UPとなります。
受付時間：9:00～16:00（荒天時は中止する場合があります。）
対象：中学生以上（小学生以下は保護者同伴）

クリアカヤック体験

Water Park
（ウォーターパーク）

串本町

いつもは見ることができない、水族館の裏側に入ります。飼育設備や使用しているエサ、標本などについて解
説します。
集合場所：水族館受付前に11:15
参加対象：小学生以上
参加定員：10名
参加料：入館料（大人600円・小人200円が必要。イベント参加料は無料）
参加申込み方法：当日受付にて、先着順

透明なカヤック（グラスカヌー2人乗り）に乗ってダイバー気分で海中の世界を楽しみましょう！
場所：那智海水浴場「ブルービーチ那智」
参加費：2,000円（２0分）・4,000円（40分）・5,000円（60分）最長1時間まで
受付時間：9:00～16:00（荒天時は中止する場合があります。）
対象：中学生以上（小学生以下は保護者同伴）

那智
勝浦町
10日
（金）
～
19日
（日）

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

京都大学白浜水族館

真夏の
メリー
クリスマス

５日
（日）

お問い合わせ

TEL:0739-42-3515

SUP体験
7月27日
（金）
～
8月26日
（日）

橋杭海水浴場と田原海水浴場の海開きを行います。
橋杭海水浴場では、SUPやシーカヤックの無料試乗体験ができます。
開催場所：串本町
開催場所：橋杭岩海水浴場、田原海水浴場
※どなたでも参加できます。

白浜町

バックヤードツアー

7月21日
（土）
～
8月19日
（日）

内容

田辺市の鳥ノ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：10:00～12:30（受付9:45～） 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、日焼け止め、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、アミなど）、着替え
ブルービーチ那智にサンタさんがやってくる？
豪華賞品が当たる「ビーチ宝探し」や「水着自慢コンテスト」を開催します。
開催場所：那智勝浦町 那智海水浴場「ブルービーチ那智」
参加費：大人1,000円・子ども500円
参加対象：どなたでも参加可能です。
受付時間：10:00～
開始時間：水着自慢コンテスト11:00～・ビーチ宝探し12:00～
ブルービーチ那智に海上遊具「ウォーターパーク」が登場します。
那智の海で思い切り夏をお楽しみください！（荒天時は中止する場合があります。）
場所：那智海水浴場「ブルービーチ那智」
対象：身長110cm以上・小学生以上・泳げる人
定員：30名（ジャケット着用）時間入替制
参加費：500円（30分） 受付時間：9:30～16:00
熊野地域の特色ある自然に触れ、動植物と楽しく学ぶ講座です。
串本潮岬の磯に生息する海の生物を観察します。～磯をマスターしよう！～
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）
時間：9:30～12:00
集合：串本潮岬観光タワー前
開催場所：潮岬 持ち物等：濡れてもいい服装、網、バケツ、手袋、飲料
暑さ対策は各自でお願いします。
※詳細はお問い合わせください。（申込締め切り８月８日）

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

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

内之浦の自然を考える会
担当：廣畑
TEL:090-6902-4249

南紀勝浦温泉旅館組合
TEL:0735-52-0048
FAX:0735-52-3930
nk-onsen@sweet.ocn.ne.jp
http://katsuuraonsen.jp/

那智勝浦町
観光企画課
TEL:0735-52-2131
FAX:0735-52-3011
http://www.town.nachikatuura.
wakayama.jp./

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

月

開催日

場所

イベント名

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）

大台ヶ原登録ガイド制度
スタート記念
「大台ヶ原を歩く」

大台ヶ原登録ガイドや自然再生に詳しい特別講師による、ひと味違う大台ヶ原を楽しめるツアーです。
（①西大台、②東大台、③自然再生の３コースから選択）
集合場所：近鉄大和上市駅 申込み：web受付のみ
申込み〆切：7/28開催〆→7/21（土）・8/1開催〆→7/25（水）・9/28開催〆→9/21（金）
時間：①8:50～18:30 ②,③8:50～17:３0
参加費：①3,000円 ②,③2,000円 ※別途バス代が必要
定員：①18名 ②15名 ③15名 対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
※公共交通機関を使って参加することが必須になります。

上北山村

7月

29日
（日）

お問い合わせ

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

7月22日
（日）
8月11日
（土・祝）

7月28日
（土）
8月1日
（水）
9月28日
（金）

内容

田辺市

プランクトンの観察

プランクトンを観察しよう！
時間：9:30～12:00
参加対象：小・中・高校生・一般（小学生は保護者同伴）
講師：ふるさと自然公園センター専門員他
参加費：無料
集合場所：ふるさと自然公園センター
持ち物：筆記用具
申込み：前日までに電話・FAX・メールで住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡下さい。

11日
（土・祝）

夏の星座

8日
（土）
9日
（日）

8日
（土）

田辺市

第17回ヒルクライム
大台ヶ原since2001

ペルセウス流星群のピークを迎えるこの日に夏の星座を観察しよう！
時間：19:30～21:00
参加対象：小・中・高校生・一般（小学生は保護者同伴）
講師：ふるさと自然公園センター専門員他
参加費：無料
集合場所：ふるさと自然公園センター
持ち物：筆記用具・望遠鏡や双眼鏡があれば持ってきてください。
申込み：前日までに電話・FAX・メールで住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡下さい。

29日
（土）

新宮市

上北山村

TEL:07468-2-0001
http://vill.kamikitayama.nara.jp/

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/

ふるさと自然公園センター

採集して作った標本の種類を調べよう！
時間：9:30～16:00
参加対象：小・中・高校生・一般（小学生は保護者同伴）
講師：ふるさと自然公園センター専門員他
参加費：無料
集合場所：ふるさと自然公園センター
持ち物：筆記用具・採集した植物・昆虫など
申込み：前日までに電話・FAX・メールで住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡下さい。
この大会は吉野熊野国立公園“大台ヶ原”へのドライブウェイがコースとなっており、距離28ｋｍ、
標高差1,240ｍを競う西日本最大級の自転車レースです。レース初心者から上級者までが楽しめる
レースとなっております！
8日13:00～17:00上北山小中学校にて受付 前夜祭19:00～（予定）
9日本番 上北山村清流橋付近に6:10集合 参加費：7,000円（一般）部門により異なります
定員：800名
申し込み：FAX、ホームページ、郵送
対象：高校年齢以上で健康、コースを規定時間以内で完走できる自信をお持ちの方

夜鳴く虫をさがそう

夜鳴く虫を皆で探そう！
時間：19:00～20:30
観察場所：ひき岩群周辺
参加対象：小・中・高校生・一般（小・中学生は保護者同伴）
講師：ふるさと自然公園センター専門員他
参加費：無料
集合場所：ふるさと自然公園センター
持ち物：懐中電灯・ビニール袋
服装：長ズボン、長袖、長靴、手袋
申込み：前日までに電話・FAXで住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡下さい。

「筏道の清掃&
絶景ツアー」

600年の歴史と言われている古道・筏道の清掃&修繕活動（嶋津の森）を行います。
午後からは、山に登って木津呂の絶景（北山川の大蛇行）を楽しみます。
参加対象：道掃除&修繕活動ができて健脚の方
時間：９:00集合（1５:00終了予定） 定員：10名 （最少催行人数２名）
参加費：2,000円（ガイド料・保険代・入山料・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
（申し込み時に詳しくご説明いたします。）
装備：リュックサック、作業＆登山しやすい服装、靴、軍手、帽子、ストックか杖
持ち物：お弁当、おやつ、雨具、レジャーシート、飲料、行動食等

大台ヶ原・大杉谷の
森林再生応援団

ボランティアを募り、大台ヶ原の森林を代表するトウヒやウラジロモミの母樹と稚樹を守ります。
一緒に秋の1日に森林再生のお手伝いをしてみませんか？
場所：東大台（正木峠付近）
集合場所：大台ヶ原ビジターセンター
参加費：100円(保険代) 定員：30名（先着順）
参加対象：小学4年生以上（小中学生は保護者同伴） 申込み：メールもしくはFAX
申込み〆切：9月20日（木）

9月
13日
（木）
20日
（木）
27日
（木）

上北山村地域活性化
イベント実行委員会

TEL＆FAX:0739-25-7252

採集した標本の同定

上北山村

http://kinki.env.go.jp/to_2018/post_
123.html

ふるさと自然公園センター

田辺市

18日
（土）

TEL:0746-34-2202
RO-YOSHINO@env.go.jp

TEL＆FAX:0739-25-7252

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。選手の皆様のご参加お待ちしております。※開催日12月2日（日）
ｴﾝﾄﾘｰ開始受付
熊野古道トレイル
また、興味のある方も是非応援にお越しください。
1日
ランニングレースKUMANO
熊野市
詳細は大会HP（http://kumanooldtrails.com/）をご覧ください。
（水）
OLD
スタート場所：熊野市紀和B&G海洋センター
参加定員：800人（定員になり次第終了）
20:00～
TRAILS 2018
出発時間：50km→AM6:00・30km→AM7:00・10km→AM8:00
参加費：50Kコース→10,000円・30kコース→7,000円・10kコース→4,000円
参加対象：参加資格あり
※申し込み・詳細はお問い合わせください。

8月

吉野自然保護官事務所

ヒルクライム大台ヶ原since2001
実行委員会
TEL.:07468-2-9007
FAX:07468-3-0265
Hillclimb-oodai@vill.kamikitayama.nara.jp
www.oodaigahara.com

ふるさと自然公園センター
TEL＆FAX:0739-25-7252

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/

三重森林管理署
TEL:0595-82-0069
FAX:0595-82-8792
kc_mie@maff.go.jp

おいでよ、よしくまに
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)

