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はじめに

　奈良県では、大切な森林を県民全てで守り育てる意識を醸成するため、平成

18 年度の森林環境税の導入を契機として、夏休み期間を「山と森林の月間」に

制定しました。また、平成 20 年度には、奈良の美しい山と川を育み、次世代へ

引き継いでいくことを目指して、国民の祝日である７月の第３月曜日（海の日）

を「奈良県山の日・川の日」と定めました。そして、平成 26 年 11 月 16 日に

は天皇・皇后両陛下ご隣席のもと、奈良県で「第 34 回全国豊かな海づくり大

会～やまと～」が開催されました。この大会の基本理念「山は川を育み、川は海

を育む ～山・川・海の自然の恵みを未来に～」を継承し普及するため、従来の

｢山と森林の月間｣を拡充し｢山と川の月間｣として改めました。

　この冊子は、「奈良県山の日・川の日」

「山と川の月間」の趣旨にご賛同いただい

た団体等が７月及び８月に開催する、山

（森林）や川（水辺）など自然に関するイベ

ントの情報をまとめたものです。より多

くの人に自然を体験していただき、奈良

の山や川の重要性や魅力を再認識してい

ただければ幸いです。
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山と川の月間
７月１日～８月３１日は「山と川の月間」です

　奈良県では、平成26年11月16日に天皇・皇后両陛下ご臨席のも

と、「第34回全国豊かな海づくり大会～やまと～」が開催されました。

　この大会の基本理念「山は川を育み、川は海を育む～山・川・海の

自然の恵みを未来に～」を継承するため、7月と8月の2ヶ月間を

「山と川の月間」として、山や川など自然に親しめるイベントを開催

します。

「山と川の月間」についての詳細は、奈良県農林部森林整備課ホームページまで。

　　http://www.pref.nara.jp/1673.htm

「山と川の月間」についてのお問い合わせ先

　　奈良県森林整備課森林環境係　TEL : 0742-27-7612

木工クラフトに生き物探し、

いろんなイベントがたくさん

あるよ！

どのイベントに参加する？
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奈良県山の日・川の日
みんなの美しい山と川を次世代へ

７月第３月曜日は「奈良県山の日・川の日」です

今年（平成29年）の

｢奈良県山の日･川の日｣は、

7月17日です！
山や川で、自然を満喫してね♪

　海に面していない奈良県では、山と川が身近な自然であり、歴史と文化の源です。

　山と川の重要性や魅力について理解を深め、奈良の美しい山と川を次世代へ引き継いで

いくことを目指して、国民の祝日である７月の第３月曜日（海の日）を「奈良県山の日・川の

日」と定めました。

　関係機関と相互に連携を図りつつ、「奈良県山の日・川の日」の趣旨にふさわしい取組を、

県が率先して推進することにより、もって誇りと愛着を持てる奈良の美しい山と川を育み、

次世代へ引き継いでいきたいと考えています。

※奈良県山の日・川の日条例（平成20年7月11日制定）

「奈良県山の日・川の日」についての詳細は、奈良県河川課ホームページまで。

　http://www.pref.nara.jp/14568.htm

「奈良県山の日・川の日」についてのお問い合わせ先

　　奈良県農林部森林整備課森林環境係

　　　　　　　TEL:0742-27-7612

　　奈良県県土マネジメント部河川課河川環境･水防係

　　　　　　　TEL：0742-27-7504
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「奈良県山の日・川の日」「山と川の月間」　奈良県主催イベント

奈良県庁屋上ギャラリー展示奈良県庁屋上ギャラリー展示
平成２９年７月３日（月）～７月７日（金）

【場所】 奈良県庁屋上ギャラリー （奈良市登大路町３０番地） 

【問い合わせ先】 奈良県 農林部 森林整備課 森林環境係　〒630-8502 奈良市登大路町 30 番地

 TEL:0742-27-7612　FAX:0742-22-1228 　http://www.pref.nara.jp/1673.htm

「山や森林の大切さを学ぼう！」

奈良県森林環境税を使った、 森林を保全する取組について展示を行います。

また、 「奈良県山の日 ・ 川の日」 「山と川の月間」 の取組内容についてもご

紹介します。

申込不要

無料

奈良県立図書情報館展示奈良県立図書情報館展示
平成２９年８月１日（火）～８月６日（日）

【場所】 奈良県立図書情報館 （奈良市大安寺西１丁目１０００番地）  

【問い合わせ先】 奈良県 農林部 森林整備課 森林環境係　〒630-8502 奈良市登大路町 30 番地

 TEL:0742-27-7612　FAX:0742-22-1228 　http://www.pref.nara.jp/1673.htm

「山や川の恵みを感じ、 守り育てよう！」

奈良県森林環境税を使った、 森林を保全する取組についてパネル展示を行います。

また、 「奈良県山の日 ・ 川の日」 「山と川の月間」 の取組内容の紹介や、 木製品の

展示を行います。

申込不要

無料

以下のイベントについては、ガイドブックの裏面をご覧ください

　　　　　　　　　　　　　　　奈良県では、平成 26 年11月16日に天皇・皇后両陛下ご臨席のもと、「第

34回全国豊かな海づくり大会～やまと～」が開催されました。この大会の基本理念「山は川を育み、川は海を

育む～山・川・海の自然の恵みを未来に～」を継承するため、平成 27年度から普及イベントを開催しています。

  ☆ポスト「全国豊かな海づくり大会」イベント実行委員会

  　主催イベント

➀山もりてんこ森～山・川・海の恵みを未来へ～
　会場：フォレストパーク神野山
➁森と水の源流館一日無料開放
　会場：川上村森と水の源流館
➂アユ釣り教室
　会場：川上村上多古（上多古川右岸）

な～に？
ポスト「全国豊かな海づくり大会」って
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「奈良県山の日・川の日」「山と川の月間」　奈良県主催イベント

第23回みんなのかっぱ教室第23回みんなのかっぱ教室
平成29年7月17日（月･祝）　10:00～15:00

【場所】明日香村 あすか風舞台、飛鳥川　 【対象】県内在住の小学生と保護者
【申込方法】はがき､FAX､電子申請（e古都なら）のいずれかで代表者の住所､

電話番号と参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢を記載して下記へ（7/5まで）
【問い合わせ先】奈良県河川課 かっぱ教室係　
  〒630-8501 奈良市登大路町30番地　 TEL:0742-27-7504　FAX:0742-22-1399
   http://www.pref.nara.jp/14568.htm

　奈良県水生生物研究会会長の谷幸三先生をお招きし、 水辺の

生き物や、 川の水質について楽しく学びます♪

参加無料・要昼食

抽選で130名

第18回あつまれ！あおがき探検隊第18回あつまれ！あおがき探検隊
平成29年7月23日（日）　9:30～14:00

　普段は見ることが出来ないダム堤体内を探検！近くの川でリバー

ウォッチングも行います！

参加無料・要昼食

抽選で50名

【場所】 桜井市 初瀬ダム 　【対象】 県内在住の小学生と保護者

【申込方法】はがき､FAX､電子申請（e古都なら）のいずれかで代表者の住所､
電話番号と参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢を記載して下記へ（7/10まで）

【問い合わせ先】 奈良県河川課 あおがき探検隊係

  〒630-8501 奈良市登大路町 30 番地 TEL:0742-27-7504　FAX:0742-22-1399

   http://www.pref.nara.jp/14568.htm

川の清掃デー川の清掃デー

平成29年7月1日（土）

　地域住民、 国、 県、 市町村が連携し、 河川の清掃活動を実施します。

清掃しやすい服装で、 お近くの会場にぜひ、 ご参加ください。

申込不要

【場所（集合場所･集合時間）】 田原本町 飛鳥川（県営福祉パーク ・ 6:50）

【問い合わせ先】 奈良県中和土木事務所 管理課 TEL ： 0744-48-3073

　　　　　　　　　　　 奈良県河川課　河川計画係 TEL:0742-27-7507

平成29年7月17日（月･祝）
【場所（集合場所･集合時間）】

　◎奈良市 佐保川 ・ 菩提川（大安寺西小学校･7:45）

　◎奈良市 菰川（奈良総合庁舎前･7:50、 他 3 箇所） ◎大和郡山市 富雄川（郡山総合庁舎･8:30）

　◎大和高田市 高田川（大中公園北側･8:45） ◎宇陀市 宇陀川（旧榛原町役場裏駐車場･7:45）

　◎吉野町 吉野川（リバーフィールドよしの･9:00） ◎五條市 丹生川（きすみ広場駐車場･8:30）

【問い合わせ先】 奈良県河川課　河川環境 ・ 水防係 TEL:0742-27-7504

   http://www.pref.nara.jp/14568.htm
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

※イベントの詳細につきましては、 各イベントのお問合せ先までご連絡ください。

宿泊

無料

随時

‥‥宿泊をともなう

☆イベント情報の見方

‥‥参加無料

‥‥当日随時受付

イベント情報イベント情報

①イベント内容

イベント情報は
イベントの開催日順に
掲載しています。

②開催場所 （開催場所市町村名）

③募集人数�募集対象 ・ 条件

④申込期間�参加者の決定方法

⑤参加費用

⑥参加申込時に必要な情報

随時 無料

キトラ週末

　 体験プログラム

平成29年

毎週土日曜日・祝日
10:00～15:00

①バードコールや勾玉づく

りなど、 飛鳥の自然や

歴史の体験を楽しもう。

②明日香村

③定員なし先着順

④当日随時

⑤有料 （100 円～）

⑥ ―

国営飛鳥歴史公園 飛鳥管理センター

当日、 体験学習室にて受付

TEL ： 0744-54-5105 （四神の館）
http://www.asuka-park.go.jp/

杉の葉染め
平成29年

7月1日（土）～
10月30日（月）

①杉の葉っぱを使った染め

物をします。

②県立野外活動センター、 菟田野農林会館

③50 人／小学校高学年以上

④先着順

⑤無料

⑥参加者全員の住所 ・ 性別

奈良県林業女性グループ連絡協議会

TEL ・ FAX ： 0745-84-3069
ハガキ ： 宇陀市菟田野平井 67

TEL ・ FAX ： 0745-84-3069
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

無料

杉のすかし彫り
平成29年

7月1日（土）～
10月30日（月）

①杉の板に模様を入れて

彫り込みます。

②県立野外活動センター、菟田野農林会館

③50人／小学校高学年以上

④先着順

⑤無料

⑥参加者全員の住所・性別

奈良県林業女性グループ連絡協議会

TEL ・ FAX ： 0745-84-3069
ハガキ ： 宇陀市菟田野平井 67

TEL ・ FAX ： 0745-84-3069

福住S・ジョブズ・スクール（第3回）

献氷祭と塔の森ハイキング

平成29年

7月1日（土）
10:00～15:00

①氷室神社の献氷祭見学と、

祭神を祀る「塔の森」まで森

の中をハイキング。

②氷室神社（天理市福住町）

③30人／子どもおよび保護者（小学校低学年以下は保護

者同伴）。往復1時間程度の山道を歩くのが可能な方

④先着順

⑤有料（500円）＋昼食代

⑥住所・氏名・年齢・連絡先・同伴者の氏名と年齢

NPO 法人日本無形文化継承機構

E-mail ： info@jica.or.jp
その他 ： ブログ （http://yama-too.blogspot.jp） から
リンクの Googlefoam で必要事項を入力

TEL ： 090-3356-5022 （前嶋）
E-mail ： info@jica.or.jp
http://yama-too.blogspot.jp

里山自然教室

「ベニバナの染色体験」

平成29年

7月1日（土）
11:00～15:00

①万葉植物「ベニバナ」を

摘み取り、花を使った染

色を体験。

②明日香村

③50人

④先着順

⑤有料（500円）

⑥【参加者】代表者氏名・電話番号・参加人数

国営飛鳥歴史公園 飛鳥管理センター

TEL ： 0744-54-2441

http://www.asuka-park.go.jp/
TEL ： 0744-54-2441

自然と遊ぼう！

ネイチャーゲームと木工体験

平成29年

7月8日（土）
14:00～17:00

①室内で木の実を使った

簡単な木工体験を、夕

方から外に出て自然と

触れ合う楽しいゲームを

行います。

②馬見丘陵公園（河合町）

③40人／小学生（保護者の参加可）

④先着順

⑤有料（200円）

⑥【参加者全員の】氏名・性別・年齢

【保護者の】住所・メールアドレス・電話番号

馬見シェアリングネイチャーの会

E-mail ： w_field_7050@yahoo.co.jp
ハガキ ： 【往復はがき】〒636-0081 河合町星和台
2-17-5 西原克弥

E-mail ： w_field_7050@yahoo.co.jp （西原）
TEL ： 090-5367-4335 （留守電対応）
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

宿泊

無料

曽爾高原こども

　　夏キャンプ

平成29年
7月8日（土）13:00～
7月9日（日）18:00　

（1泊2日）

①曽爾高原で、星空観察

やハイキングなど自然活

動をします。

②国立曽爾青少年自然の家

③19人／小学3～6年生

④先着順

⑤有料（4,000円 保険、食事、天理駅からの往復バス代

含む）

⑥参加者の名前･年齢（学年）･生年月日･性別･電話番号

農せんと

E-mail ： nousento@yahoo.co.jp

E-mail ： nousento@yahoo.co.jp

ふるさと大和川

源流体験ツアー

平成29年

7月17日（月・祝）
8:30～16:30（予定）

（奈良県山の日 ・ 川の日）

①ふるさと大和川の源流を

訪ね、命を育む水の大

切さを学びます。源流や

支流での水質調査、水

生生物観察、自然工作、

水遊び等［奈良県共催］

②天理市長滝町（福住校区）

③100人／小学生（親同伴）～大人まで

④先着順（6月9日（金）～7月10日（月））

⑤子ども無料　大人有料（700円）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・住所・メールアド

レス・電話番号（緊急連絡含む電話番号）

大和川わくわくフェスタ実行委員会

ハガキ ： 【往復はがきでのみ受付】
奈良市角振新屋町 8 ASACOM ビル 2F 奈良 NPO
センター内

大和川わくわくフェスタ実行委員会（奈良NPOセンタ
ー内）TEL:0742-20-5027（申し込みはできません）
http://www.naranpo.jp/（奈良NPOセンターHP内）

川の清掃デー
平成29年

7月17日（月・祝）
9:00～10:30

（奈良県山の日 ・ 川の日）

①高田川（礒野～築山）の

河川清掃を行います。

②大和高田市大中公園

③100人程度／河川堤防を歩くことが可能な方

④先着順

⑤無料

⑥【参加者代表者の】氏名（ふりがな）・性別・年齢・住所・

メールアドレス・電話番号

大和高田市環境建設部土木管理課

TEL ： 0745-22-1101
FAX ： 0745-52-9160

FAX ： 0745-52-9160
TEL ： 0745-22-1101

日本の里山（山添村）で

自然農法の大和茶摘みを

体験しませんか

平成29年

7月17日（月・祝）
9:30～16:00

（奈良県山の日 ・ 川の日）

①茶摘みからお茶の完成

まで（茶摘み・茶もみ・茶

作り）の体験。昼食は、

野菜カレーを用意。

②山添村 かすがガーデン（山添ICより車で3分）

③30人／幼児・小学生・中学生・保護者（年齢に制限なし）

④抽選（6月1日（日）～7月2日（日）締切）

⑤有料（大人2,000円・3歳～小学生1,000円）

　 幼児（2歳以下）は無料

⑥氏名・年齢・郵便番号・住所・電話番号・FAX番号

奈良県ユースホステル協会

FAX ： 0742-22-0004
ハガキ ： 【往復はがき】〒630-8108 奈良市法蓮
佐保山 4-3-2 奈良県ユースホステル協会

E-mail ： kozo-t@kcn.ne.jp （谷 幸三）
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

無料 無料 随時

無料 随時

亀の瀬地すべり
　　見学会

平成29年

7月17日（月・祝）
10:00～12:00

（奈良県山の日 ・ 川の日）

① ❶ 展 示 パ ネ ル の 説 明
（亀の瀬地区の地すべり
の状況やメカニズム）

　 ❷現地見学（地すべり対
策施設、旧大阪鉄道亀
瀬隧道）

②亀の瀬地すべり資料室及び現地（大阪府柏原市峠

8番地付近）

③75人／特になし

④先着順

⑤無料

⑥参加申込書記載のとおり

近畿地方整備局　大和川河川事務所

参加申込書をHP(http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/guide/landslide/visit/
event.html)からダウンロードして、FAXまたはメールでお申込みください。
FAX：072-973-3967   Email：kamenose@kkr.mlit.go.jp

E-mail ： kamenose@kkr.mlit.go.jp
TEL ： 072-971-1381 （代表）

森の学校
　　　  　夏の思い出に
　　　　　　木と遊ぼう！

平成29年

7月17日（月・祝）
10:00～15:00

（奈良県山の日 ・ 川の日）

①葉っぱ染め体験。

②奈良県立図書情報館1階交流ホール（奈良市）

③材料がなくなり次第終了／小学生

④当日随時

⑤無料

⑥ ―

奈良県北部農林振興事務所

 ―

TEL ： 0743-51-0374
FAX ： 0743-54-5512
http://www.pref.nara.jp/1757.htm

吉野川マナーアップ
　　　キャンペーン

平成29年
7月21日（金）
～8月31日（木）

①行楽客が増える夏休み

シーズンに、吉野川流域

市町村と協力し、ごみの

持ち帰り等の呼びかけを

行います。

②【統一行動日】流域市町村のボランティア団体等と一緒
に各地のキャンプ場等で、啓発運動を実施。（7月22日）
リバーフィールドよしの（メイン会場）

③300人程度／条件なし
④当日随時（ごみ袋等をお渡しします。）
⑤無料
⑥【留意事項】当日参加される場合は、熱中症予防のため、飲み物や帽子などを

ご持参ください。また、台風の接近等により中止となることがあります。

奈良県環境政策課　水環境係

事前のお申し込みは不要です

FAX ： 0742-22-1668
TEL ： 0742-27-8737

第13回 ものづくり
国栖の里体験フェスタ

平成29年
❶7月22日（土）
❷7月23日（日）
両日9:00～16:00

①紙すき、木工、マイ箸作

り、陶芸、ガラス工芸を体

験しよう！アートイベント

や限定カフェもオープン！

休憩場所もあります。

②吉野町国栖の各工房、国栖の里総合センター（吉野町新
子281）他

③500人／低年齢の方は保護者同伴
④先着順（7月1日（土）～7月21日（金））

当日申込可能なイベントもあります
⑤有料（500円～3,000円）
⑥参加者全員の氏名・年齢・住所・電話・当日の連絡が取れ

る電話

国栖の里観光協会

申込用紙を HP からダウンロードして、 FAX または
メールでお申込下さい。 FAX ： 0746-36-6838
E-mail ： washinomori2@gmail.com

TEL ： 0746-36-6838 （平日 12 時～ 16 時）
E-mail ： washinomori2@gmail.com
http://www.kuzunosato.jp/
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

随時

森林作業体験と
　　森の恵みの
　　クラフトづくり

平成29年

7月22日（土）
10:00～14:30

①午前中は近くの里山で

森林整備、午後は竹・

木・木の実を使って「クラ

フト」（置物・ペンダント

等）づくりを行います。

②矢田山遊びの森「子ども交流館」（大和郡山市矢田町2070）

③30人（15家族程度）／小学生・幼稚園児と保護者

④当日随時（会場にて9:30から受付）

⑤有料（一家族200円 保険料などに充当）

⑥持ち物：弁当、飲み物、軍手、タオル　服装：森林作業のため、

長袖・長ズボン、動きやすい靴　天候：雨天時はクラフトのみ実

施（警報が出たら中止）

ＮＰＯ法人 森づくり奈良クラブ

―

TEL ・ FAX ： 0742-35-0274 （辰己）
E-mail ： ftatsumi@mb.infoweb.ne.jp
http://gvnc.eco.coocan.jp/

夏だ！休みだ！

里山で遊ぼう①

平成29年

7月22日（土）
10:00～15:00

（雨天の場合は7月29日（土）に順延）

① 昆 虫 や 水 中 生 物 の 観

察。飯盒炊飯を体験し自

分たちでカレーを調理。

里山遊びを楽しみ自然

について学ぼう。

②奈良市佐紀町、奈良阪町の里山整備事業地（ならやまベース

キャンプ）

③70人／県内在住の小学生と保護者

④先着順（7月1日（土）～7月14日（金）締切）

⑤有料（子ども・保護者　各500円）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）・性別・学年（保護者の方は年

齢）・住所・Eメールアドレス・電話番号・交通手段（公共交通機

関・車）

奈良 ・ 人と自然の会

E-mail ： event@naranature.com

田んぼで見られる

生きもの探しと野外料理

平成29年

7月22日（土）
11:00～15:00

①無農薬の田んぼと里山

の 小 川 に は 生 き 物 が

いっぱい。希少生物にも

出会えるかも。昼食は石

窯野外料理。

②NPO法人 うだ夢創の里（宇陀市）

③50人／小学生（小3未満は要保護者）

④先着順（7月中旬～7月18日（火）締切）

⑤有料（1,000円　体験・昼食・保険代含む）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢（学年）、性別、

住所、連絡先（当日連絡のつく携帯電話番号）、当日

   の交通手段

ＮＰＯ法人 うだ夢創の里

TEL ・ FAX ： 0745-88-9367
E-mail ： otoiawase@musonosato.org

TEL ・ FAX ： 0745-88-9367
E-mail ： otoiawase@musonosato.org
facebook うだ夢創の里 で検索

木工体験
平成29年

7月22日（土）
11:00～15:00

①間伐材を利用したフォト

スタンドを作る木工体験

をします。

②黒滝村アンテナショップ「奈良の奥座敷市場」（下市町

丹生543）

③20人／5歳以上（小学校低学年以下は保護者同伴）

④当日先着順（定員（20人）になり次第、終了）

⑤有料（1,500円）

⑥当日受付時に、住所・氏名・年齢等を記入してもらいま

す。

黒滝村商工会

―

TEL ： 0747-62-2128
FAX ： 0747-62-2673
当日連絡先 ： 0747-58-0027 （黒滝村アンテナショップ）
E-mail ： ksci@m5.ne.jp

TEL：090-4450-8459
E-mail：event@naranature.com
http://naranature.com/
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

宿泊

無料

『夏の森を親子で楽しもう』

　　－野外生活体験－

平成29年
7月22日（土）8:45～
7月24日（月）17:00  

（2泊3日）

①2泊3日のキャンプを通し

て、自然に親子で慣れ

親しみ、そこに生息する

動物、植物、昆虫などの

観察をします。

②上北山小学校（上北山村）

③20人／親と子（主に小学校3～6年生）

④先着順（7月3日（月）～7月13日（木）締切。定員になり

次第、受付終了）

⑤有料（12,000円）

⑥郵便番号・住所・参加者氏名（ふりがな）・性別・生年月

日・電話番号

奈良教育大学　自然環境教育センター

FAX ： 0742-27-9143　E-mail ： kaikei-service@nara-edu.ac.jp
ハガキ ：〒630-8528 奈良市高畑町奈良教育大学財務課内
『公開講座 夏の森係』

TEL ： 0742-27-9112
E-mail ： kaikei-service@nara-edu.ac.jp
http://www.nara-edu.ac.jp/ECNE/jissyurin/koukaikouza.html

きまぐれ探検隊
平成29年

7月23日（日）

①ふるさと公園と隣接する

里山に生息する「いきもの

のくらし」を専門の先生方

と調べます。木や竹を使っ

たクラフトも体験します。

②葛城市新在家・染野

③50人／年齢条件なし

④先着順（定員になり次第、受付終了）

⑤有料（500円 損害保険費用）

⑥住所・連絡方法・年齢構成

ＮＰＯ山遊塾

TEL：080-2414-1406（SMS可） E-mail：inada@kcn.jp
その他：NPO山遊塾と同地の「レストラン狸穴（ま
みあな）」でも受付します

FAX ： 0746-32-2847
（専用申込書有り ・ FAX で取り寄せもしくは津風呂湖
観光協会 HP よりダウンロードして下さい）

TEL ： 080-2414-1406
E-mail ： inada@kcn.jp
直接訪問可 （レストラン狸穴）

TEL ・ FAX ： 0746-32-2847
E-mail ： info@tuburo.jp
http://tuburoko.jp/

第28回津風呂湖

　　ボート大会

平成29年

7月23日（日）
8:30（受付）～9:00（開始）

①個人戦や団体戦で４種

目のボート競漕をしま

す。

②吉野町・津風呂湖乗船場（吉野町河原屋849）

③150人／小学生以上（小学生は保護者同伴とする）

④先着順（申込期間等、詳しくはHPで確認して下さい）

⑤無料

⑥参加者全員の氏名・年齢等

津風呂湖観光協会

子供樹木博士になろう！

樹木観察と木工クラフト

平成29年

7月23日（日）
9:00～12:30

①馬見丘陵公園内の樹木

観察と自然素材を使った

木工クラフト体験を行い

ます。

②馬見丘陵公園（河合町）

③40人／小学生（保護者の参加可）

④先着順

⑤有料（200円）

⑥【参加者全員の】氏名・性別・年齢、【保護者の】住所・

メールアドレス・電話番号

馬見自然塾

E-mail ： w_field_7050@yahoo.co.jp
ハガキ ： 【往復はがき】〒636-0081 河合町星和台
2-17-5 西原克弥

E-mail ： w_field_7050@yahoo.co.jp （西原）
TEL ： 090-5367-4335 （留守電対応）
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

親子自然体験教室

「里山で遊ぶ、作る、体験する」

平成29年

7月23日（日）
9:30～14:00

①平群町の里山「カチカチ山」

で、手入れされた孟宗竹林

での伐採体験や竹クラフト、

ヤギとのふれ合いやカブト

ムシ探しなどを楽しみます。

②平群町櫟原（通称：カチカチ山）

③10家族（30人まで）／小学生とその保護者

④抽選（7月16日（日）締切）

⑤有料（大人500円）子ども無料

⑥【参加者全員の】氏名（ふりがな）・性別・年齢・住所・

メールアドレス・電話番号

平群里山クラブ

TEL ： 0745-45-8246
E-mail ： katikati66@yahoo.co.jp

TEL ： 0745-45-8426
または当クラブ HP からメールにて
http://hegurisatoyama.web.fc2.com

親子森林セラピーと

森のお話会ツアー

平成29年

7月23日（日）
9:30～15:30

①親子一緒にプチ森林セラ

ピーで心も身体もリフレッ

シュ。その後森の中で「お

はなしらんどカンブリア」に

よるお話会を開催します。

②神仙峡　龍門の里コース　集合場所：吉野運動公園

③15組／保護者と小中学生でお申込みください

④先着順（定員になり次第、受付終了）

⑤有料（1グループ（小中学生１名・保護者１名）5,000円）

【追加1名につき2,000円の加算となります】

⑥【参加者全員の】氏名（ふりがな）・性別・年齢・住所・

電話番号

一般社団法人吉野ビジターズビューロー

TEL ： 0746-34-2522
FAX ： 0746-39-9238
E-mail ： therapy@yoshino-kankou.jp

TEL ： 0746-34-2522
http://yoshino-kankou.jp/therapy

奈良公園・飛火野で

自然の宝物を探そう

平成29年
❶7月23日（日）
❷8月6日（日）

両日10:00～12:00

①飛火野の自然の中でこ

どものシカやドングリの

赤ちゃんを見つけたり、

スジエビやルリセンチコ

ガネを探そう。

②奈良公園・飛火野

③15人／日　小学生（保護者同伴のこと）

④先着順（7月23日開催は7月16日（日）まで、8月6日開催は

7月30日（日）まで。定員になり次第、受付終了）

⑤有料（300円（保護者は無料） 保険代、手づくりのお土産

付き）

⑥参加者全員の氏名(ふりがな)・年齢・住所・電話番号・FAX

奈良・自然への感動を伝える会「ならなぎ」

FAX ： 0743-66-1194
E-mail ： Yoshiko.zima.ake@nifty.com

FAX ： 0743-66-1194
E-mail ： Yoshiko.zima.ake@nifty.com
http://www.kinet-tv.ne.jp/~naranagi/

無料

水生昆虫観察会
平成29年

7月23日（日）
10:00～12:00

①布目ダム見学会に合わせて

「水生昆虫観察会」を開催し

ます。川の豆知識や水生昆

虫のことを詳しく学べます。

観察会の後は勉強会も行い

ます。

②山添村峰寺

③30人／小学生

④先着順

⑤無料

⑥【参加者全員の】氏名（ふりがな）・性別・年齢・住所・

電話番号

布目川を美しくする会

TEL ： 0742-94-0231
（布目ダム管理所 平日 9:00 ～ 17:00）

TEL ： 0743-85-0047
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

無料 随時

布目ダム施設見学会
平成29年

7月23日（日）
10:00～15:00

①ダムを見学し、奈良市・

山添村の水源地の大切

さを学びます。その他、

水生生物観察会、木工ク

ラフト体験等を行います。

②布目ダム管理所（奈良市北野山町869-2）

③木工教室・水生生物観察会のみ人数制限あり／水生生物観

察会のみ小学生対象　　　　

④ダム見学：当日随時

木工教室：当日先着順（定員になり次第、受付終了）

水生生物観察会：事前申込先着順（定員になり次第、受付終了）

⑤基本無料　一部有料（木工教室、飲食販売）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・住所・電話番号

独立行政法人水資源機構
木津川ダム総合管理所　布目ダム管理所

TEL：0742-94-0231（平日　9:00～17:00）

TEL：0742-94-0231（平日　9:00～17:00）
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa

『奥飛鳥で夏体験

2017』

平成29年

7月23日（日）
10:00～15:00

①竹細工教室、そうめん流

し、飛鳥川源流での散

策・スイカ割りなどをし

て、奥飛鳥の里山の夏

を体感してください！

②明日香村

③200人／小学生と保護者・家族

④先着順（7月1日（土）～7月10日（月） 

　 定員になり次第、受付終了）

⑤有料（小学生以上1人500円）同行された園児・幼児は無料

⑥【保護者を含めた全員の】氏名（ふりがな）・生年月日【代表者

の】住所・電話番号・Emailアドレス

明日香森林環境教育フィールド
『Forest River』

E-mail ： forest-river@kcn.jp

TEL ： 090-5120-4350
E-mail ： forest-river@kcn.jp

吉野熊野国立公園大台ヶ原

自然観察ハイキング

平成29年
7月23日(日)

8月11日 (金・祝) 
10:00～16 ：00予定

（当日の状況に適したプログラムを行います。バス等公共交通機関を利用の場合はご相談下さい）

①大台ヶ原をよく知るパー

クボランティアと一緒に

森の中を散歩し、大台ヶ

原の雄大な自然の裏側

をのぞきます。

②上北山村

③20人（保護者含む）／小学生以上から一般（ただし小学生は

保護者同伴とする）

④先着順（平日17:00まで電話もしくはFAX受付、定員に余裕が

あれば当日受付あり）

⑤有料（1人100円 保険代として）

⑥代表者氏名（ふりがな）・人数（子どもがいる場合は各学年も）・

電話番号・交通手段・参加経験等

大台ヶ原地区パークボランティアの会

TEL ： 0746-34-2202
FAX ： 0746-34-2204

TEL ： 0746-34-2202

奈良公園の自然観察
平成29年

7月25日（火）
9:30～12:00

（雨天決行）

①自然を観察してみよう！

奈良公園の生態系を知

ろう！講師：奈良県ユー

スホステル協会　理事　

谷幸三

②奈良県庁前9:30に集合、12:00に解散

③80人／幼児・小学生・中学生・保護者（年齢に制限なし）

④先着順（6月1日（土）～7月8日（土）締切）

⑤有料（大人400円・3歳～小学生200円 保険料含む）

幼児（2歳以下）は無料

⑥氏名・年齢・郵便番号・住所・電話番号・ＦＡＸ番号

奈良県ユースホステル協会

ＦＡＸ： 0742-22-0004　E-mail ： kozo-t@kcn.ne.jp
ハガキ ： 【往復はがき】〒630-8108 奈良市法蓮
佐保山 4-3-2 奈良県ユースホステル協会

E-mail ： kozo-t@kcn.ne.jp
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

無料

親子で春日山

原始林を歩こう！

平成29年

7月27日（木）
9:00～15:00

①夏の原始林を歩こう！目指す

は森の奥にある「鶯の滝」。

街と森の気温の違い、水温・

水質を調べ、森の大切さを学

びます。（往復10kmの道のり

です）

②春日山原始林（奈良市）

③親子15組（30名程度）／小学生とその保護者

④先着順（7月19日（水）締切）

⑤有料（子ども700円（保険、木の温度計、資料代等）・

大人300円（保険、資料代））

⑥子どもの名前・年齢・保護者の名前・連絡先（メールアド

レス、電話番号）

春日山原始林を未来へつなぐ会

E-mail ： kasugatsunagu@gmail.com

E-mail ： kasugatsunagu@gmail.com

http://kasugatsunagu.wixsite.com/kasugatsunagu

里山てくてく探検
平成29年

❶7月28日（金）
❷8月23日（水）
両日9:30～17:00

①布留川源流の里山をてく

てく歩いて、自然観察を

します。

②天理市上仁興町

③10人／小学生。歩くこと、虫や植物、自然が好きな小学生を優

先します。お弁当、水筒持参。詳細はメールにてお問い合わせ

ください。

④先着順（6月1日（木）～定員になり次第、受付終了）

⑤有料（300円）

⑥参加者の名前・年齢（学年）・性別・電話番号・メールアドレス

布留郷の宝

E-mail ： nousento@yahoo.co.jp

E-mail ： nousento@yahoo.co.jp

第９回夏休みこども

　　下水道教室

平成29年

7月28日（金）
13:00～16:30（予定）

①子どもたちに下水処理

の仕組みや水質保全の

重要性を伝える。浄化セ

ンターの施設見学、水質

実験、微生物観察等

②奈良県浄化センター（大和郡山市額田部南町160）

③最大30組／小学校3年生以上（保護者同伴）

④抽選（7月7日（金）必着）

⑤無料

⑥①下水道教室参加希望の旨 ②保護者の方の氏名（ふ

りがな） ③住所 ④電話番号（平日昼間に連絡可能なも

の） ⑤お子様の氏名（ふりがな）と学年

奈良県流域下水道センター
業務課　水質環境係

ＦＡＸ： 0743-56-4398
ハガキ ：〒639-1035 大和郡山市額田部南町 160
その他 ： e 古都なら

TEL ： 0743-56-2830
http://www.pref.nara.jp/20519.htm 
（募集開始からイベント開催日までの掲載）

無料

里山の森を育てる

　 クラブ－入門編－

平成29年

7月29日（土）
13:30～16:00

①本校の広大な学校林の

中で、ご家族で楽しく昆

虫採集し、採集した昆虫

の名前調べをします。

②奈良学園中学校・高等学校校地（大和郡山市山田町430）

③20組／県内在住の小学生と保護者

④抽選（申し込み期間は7月13日（木）～7月20日（木）。7月

13日（木）は10：00より受付。抽選結果は申込者にご連絡

します。）

⑤無料

⑥申込みフォームで確認ください。

奈良学園中学校 ・ 高等学校、 並びに
「矢田の丘里山支援チーム」

申し込みは本校ホームページから
(http://www.naragakuen.ed.jp/) 専用フォームで申し込み

TEL ： 0743-54-0351
FAX ： 0743-54-0335
http://www.naragakuen.ed.jp/
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実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

実施主体

お問合せ

申込方法

無料 随時 無料 随時

宿泊

すきやねんふるさと

　< 清流復活をねがって >

　　　　大和川七夕まつり

平成29年

7月29日（土）
16:00～21:00

①皆さんに六角形の燈花会のコッ

プにお願い事を書いてもらい、
7/28に大和川沿いで燈花会を行
います。7/29には模擬店やゆる
キャラ達のステージなどのイベン
トを行い、最後にナレーション付
花火を打ち上げます。

②三郷中央公園（三郷町勢野西）

③ ―

④当日随時

⑤無料

⑥ ―

大和川七夕まつり実行委員会

―

TEL ： 0745-72-4781

平維盛の大祭
平成29年

7月29日（土）
16:30～20:30

①燈火会・夜叉太鼓・お楽
しみイベント・ステージイ
ベント・打上花火などの
催しを行います。平アド
ベンチャーランド（駐車
場）より無料送迎バス有

②平維盛歴史の里（野迫川村）

③ ―

④当日随時

⑤無料

⑥ ―

平維盛の大祭実行委員会

―

TEL ： 0747-37-2101
E-mail ： sangyou1@vill.nosegawa.nara.jp

第１０回 『夏休み親子体験

イベント・自然編・歴史編・体験編』
　    ～飛鳥の自然と歴史にふれ合おう～

平成29年
7月29日（土）14:00～
7月30日（日）15:00
（1泊2日）

①昆虫採集や昆虫観察、体

験学習として草木染め・「富

本銭」の鋳造・お菓子作り

を行います。さらに、古代

衣裳での撮影もできます。

②飛鳥の宿「祝戸荘」

③親子20組40人／小学生と家族

④先着順

⑤有料（大人11,000円・子供8,000円 （1泊3食付。中学生

は大人扱い））

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）・性別・年齢・住所・電話

番号

公益財団法人 古都飛鳥保存財団
共催 ： 国営飛鳥歴史公園飛鳥管理センター ・ 奈良大学　
協賛 ： 井上天極堂

TEL ： 0744-54-3551　FAX ： 0744-54-3552
E-mail ： info@asuka-iwaidoso.com
ハガキ ：〒534-0121　高市郡明日香村祝戸 303　

TEL ： 0744-54-3551　FAX ： 0744-54-3552
E-mail ： info@asuka-iwaidoso.com
http://wｗw.asuka-iwaidoso.com

春日山

原始林 BOOK

平成29年

7月30日（日）
9:00～12:00

①原始林の自然に触れな

がら、生きものや草木の

エピソードをまとめていく

と・・君だけの『森図鑑』

の出来上がり！

②春日山原始林（奈良市）

③親子15組（30名程度）／小学生とその保護者

④先着順（7月24日（月）締切）

⑤有料（500円 保険、材料費等）

⑥子どもの名前・年齢・保護者の名前・連絡先（メールアド

レス、電話番号）

春日山原始林を未来へつなぐ会

E-mail ： kasugatsunagu@gmail.com

E-mail ： kasugatsunagu@gmail.com

http://kasugatsunagu.wixsite.com/kasugatsunagu
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