
「山と川の月間」
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奈良県

7月第3月曜日は
　　　「奈良県山の日・川の日」です

みんなの美しい山と川を次世代へ
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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

の奈良県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・皇后両陛下ご臨席のもと、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月に実施する、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。

1 はじめに



奈良県山の日・川の日
７月第３月曜日は「奈良県山の日・川の日」です

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

みんなの美しい山と川を次世代へ

「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

今年（令和元年）の
｢奈良県山の日･川の日｣は、

7月15日です︕
山や川で、自然を満喫してね♪

2「奈良県山の日・川の日」について



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︖

3 「山と川の月間」について



令和元年7月15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】電子申請(e古都なら)　代表者の氏名､住所､電話番号と

　　　　　　参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢を記載。（7/4まで）

【問い合わせ先】奈良県河川課 かっぱ教室係　TEL:0742-27-7504

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

【場所】天理市 天理ダム  【対象】県内在住の小学生と保護者
【申込方法】電子申請(e古都なら)　代表者の氏名、住所、電話番号と
　　　　　　参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢を記載。（7/8まで）
【問い合わせ先】奈良県河川課 あおがき探検隊係　 TEL:0742-27-7504
　　　　　　　　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♪

令和元年7月21日（日）9:30～15:00

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︕

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。

【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

令和元年7月6日（土）

令和元年7月20日（土）
【場所（集合場所･集合時間）】　◎吉野町 吉野川(宮滝河川交流センター･13:30)
【問い合わせ先】奈良県吉野土木事務所 用地・管理課 TEL:0746-32-4051

令和元年7月27日（土）
【場所（集合場所･集合時間）】　◎宇陀市 宇陀川(旧榛原町役場裏駐車場･7:45)
【問い合わせ先】奈良県宇陀土木事務所 用地・管理課 TEL:0745-84-9522

参加無料・要昼食

抽選で130名

参加無料・要昼食

抽選で50名

申込不要

「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25回みんなのかっぱ教室第25回みんなのかっぱ教室

第20回あつまれ！あおがき探検隊第20回あつまれ！あおがき探検隊

川の清掃デー川の清掃デー

※当日は、天理駅～天理ダムの無料バスを運行しますので、マイカーはご遠慮ください。

令和元年7月15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 4 箇所）　　◎大和郡山市 富雄川（満願寺橋西側河川敷･9:00）　
　◎大和高田市 高田川（大中公園北側･8:45）　　　　  ◎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

4奈良県主催イベント



令和元年７月8日（月）～７月12日（金）
「森の大切さを学ぼう︕」
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。

【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

「森の恵みを感じよう︕」
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。

令和元年7月30日（火）～８月4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

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

☆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：奈良県森林技術センター

➁森と水の源流館一日無料開放
会場：森と水の源流館

➂アユ釣り教室
会場：川上村（中奥川枌尾付近）

ポスト「全国豊かな海づくり大会」って

な～に？
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。

「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

奈良県立図書情報館展示奈良県立図書情報館展示

5 奈良県主催イベント



日 月 火 水 木 金 土 

1 

イベント 

１６Ｐ 

2 

イベント 

２５Ｐ 

3 

イベント 

１７Ｐ、３０Ｐ 

4 

イベント 

１７Ｐ～ 

5 

イベント 

１８Ｐ 

6 

イベント 

１９Ｐ 

7 8 

イベント 

２９Ｐ 

9 10 

イベント 

１９Ｐ、２６Ｐ 

11 

イベント 

１９Ｐ～ 

３０Ｐ 

12 

イベント 

３０Ｐ 

13 14 

 

 

15 16 17 

イベント 

２０Ｐ～、２７Ｐ 

２８Ｐ、２９Ｐ 

18 

イベント 

２１Ｐ～ 

２７Ｐ 

19 

イベント 

２２Ｐ 

 

20 

イベント 

２９Ｐ 

 

21 22 23 

イベント 

２２Ｐ 

 

24 

イベント 

２２Ｐ～ 

２５Ｐ、２８Ｐ 

25 

イベント 

２３Ｐ、２７Ｐ 

２８Ｐ 

26 27 28 29 30 31 

７月 

８月 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 

イベント 

２４Ｐ、２９Ｐ 

2 3 4 5 6 

イベント 

４Ｐ、７Ｐ 

7 

イベント 

８Ｐ、２７Ｐ 

8 

イベント 

５Ｐ 

9 10 11 12 13 

イベント 

８Ｐ、２４Ｐ 

14 

イベント 

８Ｐ～、３０Ｐ 

 

15 

イベント 

４Ｐ、９Ｐ 

  ２９P、裏表紙 

16 17 

イベント 

２６Ｐ 

 

18 19 20 

イベント 

４Ｐ、１０Ｐ～ 

 ２６Ｐ 

21 

イベント 

４Ｐ、１１Ｐ～、 

２５Ｐ、２８Ｐ、３０Ｐ 

22 

イベント 

１３Ｐ 

23 24 

イベント 

２８Ｐ 

25 

イベント 

１４Ｐ 

26 

イベント 

１４Ｐ 

27 

イベント 

４Ｐ、１４Ｐ～ 

28 

イベント 

１６Ｐ 

29 30 

イベント 

５Ｐ、１６Ｐ 

31 

イベント 

１６Ｐ 

      

イベント ： イベントが開催される日 
◯Ｐ ： イベント掲載ページ イベントカレンダー 

6イベントカレンダー



令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

☆イベント情報の見方

・・・・宿泊をともなう

・・・・参加無料

・・・・当日随時受付

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申込み期間／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

①イベント内容

※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。

イベント情報は
イベントの開催日順に
掲載しています。

イベント情報

宿泊

無料

随時

7 イベント情報

馬見シェアリングネイチャーの会

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

E-mail：w_field_7050@yahoo.co.jp
【往復はがき】〒 636-081 河合町星和台 2-17-5 西原克弥宛

農せんと

TEL：090-5905-6765
E-mail：nousento@yahoo.co.jp

E-mail：nousento@yahoo.co.jp

②馬見丘陵公園（河合町）
③ 40 人／小学生（保護者の参加可）
④先着順／定員になり次第、受付終了
⑤有料（500 円）
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

②布目ダム（山添村）、みつえ青少年旅行村（御杖村）、曽爾高原（曽爾村）
③ 17 人／小学中高学年生とその保護者
④先着順
⑤有料（小学生 5,500 円・保護者 7,000 円）
⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、年齢、小

学校名、学年、住所、メールアドレス、電話番号

①室内で木の実を使った
木工体験と馬見丘陵公
園の自然を体験するネ
イチャーゲームを楽し
みます。

①親子参加でカヌーやアスレ
チックやハイキングなど、
体を動かして自然を満喫し
ます。団体宿泊活動の中で
の協力や思いやりなども考
えていきましょう！

自然と遊ぼう！
ネイチャーゲーム木工体験

チャレンジキャンプ7月6日（土）
9:00～12:00

7月6日（土）8:00
～7月7日（日）15:00宿泊



令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

令和元年

実施主体

お問合せ

申込方法

8イベント情報

②下之坊（バラモン杉）の下の田んぼ（天理市）
③ 30 人／小学生以下の子どもとその家族
④抽選（6 月 25 日（火）～ 7 月 1日（月））
⑤有料（500 円：資料代）
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

①里山の休耕田を草刈り
して水を溜めてみた。
どんな植物が芽を出し
てくるか、どんな虫た
ちが住んでいるか観察
しよう

第２回福住
S ・ ジョブズ ・ スクール

高原地域交流協議会
協力：奈良植物研究会

http://www.yama-to.jp/

7月7日（日）
13:00～16:00

① 大 台ヶ原 で 活 動 する
パークボランティアやア
クティブレンジャーと一
緒に散策し、東大台の
自然を楽しみます。　

②東大台（上北山村小橡　大台ヶ原）
③ 15 人 ( 保護者含む ) ／小学生以上一般 ( 小学生は保

護者同伴）
④先着順（開催日直前の金曜日 17:00 まで）／定員にな

り次第、受付終了（余裕があれば当日受付あり )
⑤有料（100 円：保険代）
⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、人数（子どもがいる場合

は各学年 )、住所、当日連絡先、交通手段、利用経験

吉野熊野国立公園
大台ヶ原地区自然観察会

近畿地方環境事務所吉野管理官事務所

TEL：0746-34-2202

E-mail：info@yama-to.jp

E-mail：RO-YOSHINO@env.go.jp

7月13日（土）
10:00～15:30

①清流天の川で親子で楽
しむアマゴのつかみ取
りと塩焼き体験を実施
します。

②奈良県吉野郡天川村和田 477
③ 100 人／親子ペア 2 名とその家族
④先着順／定員になり次第、受付終了
⑤有料（親子ペア 3500 円（あまご代・駐車料金・保険含む）
　（追加）大人 1000 円・子ども 500 円アマゴ各 1 匹）
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

アマゴつかみ取り＆
塩焼き体験

一般社団法人
てんかわ天和の里

7月14日（日）
10:00～15:00

TEL：0747-68-9165
E-mail：amago@tenkawa.org

E-mail：amago@tenkawa.org

(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）

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）
③ 50 人
④先着順（6 月 7 日（金）～ 7 月 5 日（金））／定員になり

次第、受付終了（大和川河川事務所 HP 参照）
⑤無料
⑥代表者の氏名（ふりがな）、年齢、メールアドレスまたは FAX

番号、電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢

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）。

亀の瀬地すべり見学

近畿地方整備局　大和川河川事務所

TEL：072-971-1381

TEL：072-971-1381　FAX：072-973-3967
E-mail：kkr-kamenose@mlit.go.jp

7月13日（土）
10:00～12:00無料
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9 イベント情報

②東吉野　ふるさと村（東吉野村）
③ 10 家族／・家族で参加できる方※子どものみの参加不可・野外宿泊できる方

※宿泊は家族１張のテント泊になります・現地にて集合解散できる方※主催団
体による送迎はありません・少人数の場合は相テントの可能性があります

④先着順（7 月 7 日（日）締切）／定員になり次第、受付終了
⑤有料（大人：7,000 円・子ども：5,000 円・３歳以下：2,000 円）
⑥代表者（保護者）の氏名、フリガナ、年齢、電話番号、FAX 番号、メールアドレス、

住所、他の参加者の氏名、フリガナ、年齢、当日の緊急連絡先（携帯電話番
号）、当日の交通手段（自家用車・公共交通機関・その他）

① 今 年も宙（おおぞら）
ファミリーキャンプの
季節がやってきました！
７／１４・１５は東吉野
に集合だ！！

宙ファミリーキャンプ

特定非営利活動法人宙塾

FAX：0742-93-4785
E-mail：ohzorajuku@gmail.com
エントリーフォーム（https://peraichi.com/landing_pages/view/ohzoracamp）

FAX：0742-93-4785
E-mail：ohzorajuku@gmail.com
エントリーフォーム（https://peraichi.com/landing_pages/view/ohzoracamp）

7月14日（日）11:00
～7月15日（祝・月）14:00

宿泊

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

②山添村かすがガーデン（山添ＩＣより車で 3 分）
③ 30 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（土）～ 7 月 5 日（金））
⑤有料（大人：2,000 円・3 歳から小学生 1,000 円、幼児（2

歳以下は無料））
⑥参加者全員の名前（ふりがな）、性別、年齢、住所、メー

ルアドレス、電話番号、ＦＡＸ番号

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

奈良県ユースホステル協会

E-mail：kozo-t@kcn.ne.jp

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

7月15日（祝・月）
9:30～16:00

②桜井市三谷『山野草の里』
③ 100 人／県内在住の小・中学生と大人
④先着順（6 月 20 日（木）～ 7 月 5 日（金））／定

員になり次第、受付修了
⑤有料（700 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

①大和川の源流を訪ね、
命を育む水の大切さを
学ぼう。水質調査、水
生生物観察など、里山
環境について学びます。

わくわくフェスタ実行委員会

TEL：0742-20-5027

【往復はがき】〒 630-8223 奈良市角振新屋町 8　
ASACOM ビル３F　奈良 NPO センター内大和川
わくわくフェスタ実行委員会宛て

7月15日（祝・月）
9:00～15:00終了予定
近鉄・JR桜井駅北口ロータリー8時30分

集合、バスで現地送迎

ふるさと大和川源流
体験ツアー 2019（奈良県山の日・川の日）

②橿原市昆虫館、万葉の森
③ 40 人／ 2km 程度歩くことが可能な小学生以上の方（小

学生は保護者同伴）
④抽選（6 月 3 日（月）～ 7 月 5 日（金））
⑤無料（ただし、昆虫館の施設を閲覧する場合、別途入

館料が必要。）
⑥代表者の住所、電話番号、メールアドレスと参加者全

員の氏名（ふりがな）、年齢

①昆虫館から万葉の森ま
で歩きながら昆虫を観
察します。観察会の後
は、昆虫について学ん
で昆虫博士になろう！

ならの虫観察会

奈良県景観・自然環境課

TEL：0742-27-8757　

【メールフォーム】https://www.secure.pref.nara.
jp/1803.html
FAX：0742-22-8276

7月１4日（日）
10：30〜14：30無料

（奈良県山の日・川の日）
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10イベント情報

②統一行動日（7 月 20 日（土））リバーフィールドよ
しの（メイン会場）、その他流域市町村のキャン
プ場等

③ 300 人（県、市町村職員及び地域ボランティアなど）
④当日随時
⑤無料
⑥台風の接近等により中止になることがあります。

①行楽客が増える夏休み
シーズンに、吉野川流
域市町村と協力しゴミ
の持ち帰り等の呼びか
けを実施します。

吉野川マナーアップ
　　 　 キャンペーン

奈良県環境政策課

TEL：0742-27-8737　FAX：0742-22-1668

ー

7月20日（土）～
8月31日（土）無料 随時

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） 

③ 60 人／県内在住の小学生とその家族
④先着順（7 月 1日（月）～ 14（日））／定員になり次第、

受付終了
⑤有料（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、

メールアドレス、電話番号、交通手段、雨天延期日の参加可否

①❶飯盒炊さん
　❷昆虫観察
　❸里山遊び
　里山での山遊びを通じ、

自然の大切さを学びま
す。

夏だ！休みだ！
里山で遊ぼう！①

奈良・人と自然の会

TEL：090-4450-8459
E-mail：event@naranature.com

E-mail：event@naranature.com

7月20日(土)
9:00～15:00（予定）

雨天の場合7月27日(土）に延期

②宇陀市室生大野
③ 50 人／小学生（小学生とその保護者）
④先着順（7 月 2 日（火）～ 17 日（水））
⑤有料（1,500 円：昼食・体験・保険）
⑥参加者全員の氏名 ( フリガナ）、性別、年齢 ( 学

年）住所、連絡先（当日連絡のつく携帯番号）、メー
ルアドレス

①無農薬の田んぼや里の
小川には生き物がいっ
ぱい。先生の解説あり。
昼食は石窯野外料理な
どで美味。

田んぼで見られる生き
もの探しと野外料理

ＮＰＯ法人　うだ夢創の里

TEL：0745-88-9367（火・水・金営業）
FAX：0745-88-9367
E-mail：otoiawase@musonosato.org

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

7月20日（土）
11:00～15:00

②洞川エコミュージアムセンター
③ 60 人
④先着順（イベント10 日前）
⑤有料（2000 円（小中学生半額））
⑥住所・名前・電話番号・年齢

①川に入って水生昆虫を通
じて自然について考えて
みましょう！参加 者には

「水生生物観察ガイド」を
プレゼント！これで夏休み
の自由研究は完璧！

夏休み自由研究！
川の生き物を見てみよう！
調べてみよう！

奈良県天川村地域政策課

TEL：0747-63-0321　FAX：0747-63-0329
E-mail：chiikiseisaku@vill.tenkawa.lg.jp
奈良県吉野郡天川村大字沢谷 60 番地

TEL：0747-63-0321　FAX：0747-63-0329
E-mail：chiikiseisaku@vill.tenkawa.lg.jp

【往復はがき】奈良県吉野郡天川村大字沢谷 60 番地

7月20日（土）
13:00～16:00


