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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管理係

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(平成28年)の
｢奈良県山の日･川

の日｣は･･･？
7月18日

だよ！

2「奈良県山の日・川の日」について



7月1日～8月31日

木工工作や、さかなの

つかみどりなど、
山や川に関するイベントが
目白押し！！

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

お問い合わせ先 : 奈良県森林整備課森林環境管理係
TEL :  0742-27-7612

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、
普及イベントの開催等を行います。

山山 川川
7月1日～8月31日

3 「山と川の月間」について



平成28年7月18日（月･祝）10:00～15:00

明日香村 あすか風舞台、飛鳥川 県内在住の小学生と保護者
はがき､FAX､Eメールのいずれかで氏名､年齢､住所､電話番号､参加

人数(大人○名､子ども○名)を記載して下記へ（7月8日まで）。
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
E-mail:river-29@m4.kcn.ne.jp
http://www.yamato-river.net/new_event_contents_175.html

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♪

「奈良県山の日・川の日」「山と川の月間」 奈良県主催イベント

平成28年7月24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！

桜井市 初瀬ダム 県内在住の小学生と保護者
はがき､FAX､Eメールのいずれかで参加者全員の氏名（ふりがな）､

年齢（学年）､住所､電話番号を記載して下記へ（7月11日まで）。
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
E-mail:river-29@m4.kcn.ne.jp
http://www.yamato-river.net/new_event_contents_174.html

田原本町 飛鳥川（県営福祉パーク・6:55）
奈良県中和土木事務所 管理課 TEL：0744-48-3073
奈良県河川課 河川環境水防係 TEL:0742-27-7504

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。

平成28年7月18日（月･祝）

平成28年7月2日（土）

◎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･8:00、他2箇所)　 ◎大和郡山市 富雄川(郡山総合庁舎･8:00)　
◎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･7:20)
◎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)

http://www.yamato-river.net/new_event_contents_176.html

【場所】 【対象】
【申込方法】

【問い合わせ先】

【場所】 【対象】
【申込方法】

【問い合わせ先】

【場所(集合場所･集合時間)】
【問い合わせ先】

【場所(集合場所･集合時間)】

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

参加無料
（要昼食）

先着130名

申込不要

参加無料
（要昼食）

抽選で50名

7月1日～8月31日

木工工作や、さかなの

つかみどりなど、
山や川に関するイベントが
目白押し！！

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

お問い合わせ先 : 奈良県森林整備課森林環境管理係
TEL :  0742-27-7612

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、
普及イベントの開催等を行います。

山山 川川
7月1日～8月31日

4奈良県主催イベント特集



平成２８年７月４日（月）～７月８日（金）
奈良県森林環境税を財源とした、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、「山と川の月間」「奈良県山の日・川の日」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 森林環境管理係 〒630-8501 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

奈良県森林環境税を財源とした森林を保全する取組についてのパネル展示を行い
ます。
また、「山と川の月間」「奈良県山の日・川の日」取組内容の紹介や、木製品の
展示等実施します。

平成２８年８月９日（火）～８月１４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 森林環境管理係 〒630-8501 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

その他、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：奈良県立野外活動センター

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：五條市（大川橋下流吉野川野原側）

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

申込不要
無料

申込不要
無料

5 奈良県主催イベント特集



平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

6イベント情報

②上北山村　大台ヶ原
③15人（保護者も含む）／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代表者の氏名（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

②明日香村

③50人／特になし

④先着順（6月1日（水）～）

⑤有料（500円）

⑥ー

①大台ヶ原を歩きながら、

環 境 省 ア ク テ ィ ブ レ ン

ジャーが動植物や鹿の

食害、自然保護の取組

みを紹介します。

①万葉植物「ベニバナ」を

摘み取り、花を使った染

色を体験。

吉野熊野国立公園指定
80周年＆山の日制定記念
「アクティブレンジャー自然観察会」

里山自然教室
「ベニバナの染色体験」

環境省　近畿地方環境事務所 国営飛鳥歴史公園　飛鳥管理センター

TEL ： 0746-34-2202
http://kinki.env.go.jp/

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

TEL ： 0746-34-2202
FAX ： 0746-34-2204

TEL ： 0744-54-2441

7月2日（土）
10:00～16:00

7月2日（土）
11:00～15:00

6

☆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

（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）



平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

（奈良県山の日・川の日）　

イベント情報

①ふるさとの身近な川の

自然や生き物を観察し、

自然への思いやりや命

を育む水の大切さを学

びます。

②滝川（天理市滝本町　桃尾の滝周辺）
集合場所：天理市役所（バスで開催場所に移動）

③50人／県内在住又は在学の小学生とその保護者
④先着順（6月13日（月）～7月7日（木））
⑤無料
⑥参加者全員の氏名（ふりがな）・性別・学年・住所・電

話番号

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）

③90人／特になし

④先着順

⑤無料

⑥参加申込書記載のとおり

②かわらび川（野迫川村）

③30人（親子）／親子（小学生～中学生）。親が参加でき

ない場合、祖父母の方でも可能です。
④先着順（6月15日（水）～7月15日（金）締切）　

⑤有料（親子ペア3,000円：内訳大人2,000円、子供1,000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奈良県天理市福住区

③100人／小学生（親同伴）～大人まで

④先着順(6月10日（水）～7月10日（金））　

⑤こども（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）

① ➊ 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）

➋現地見学（地すべり対

策施設、旧大阪鉄道亀

瀬隧道）

①奈良県の県魚に指定さ
れた 「あまご」 を自然
の川で、 親子で釣り体
験します。 そして、 自分
たちで料理して、 塩焼き
にして食べてみましょう。

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］

リバーウオッチング

亀の瀬地すべり
　　　見学会

親子あまごつり体験

ふるさと大和川源流
　　　体験ツアー

天理市役所　環境経済部　環境政策課

近畿地方整備局　大和川河川事務所

一般社団法人野迫川村観光局、 野迫川
村漁業協同組合、 大股漁業生産組合

大和川わくわくフェスタ実行員会

TEL ： 0743-63-1001 （内線 266 ・ 267）
http://www.city.tenri.nara.jp/

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

TEL ： 0747-38-0157
http://www.nosegawa.org （野迫川村観光局で検索）

大和川わくわくフェスタ実行委員会 ( 奈良 NPO センター
内） 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）

TEL ： 0743-63-1001 （内線 266 ・ 267）

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

Ｅｍａｉｌ ： tourism@nosegawa.org
往復ハガキ ：
〒 648-0307　奈良県吉野郡野迫川村大字北今西 841

往復ハガキでのみ受付 ： 〒 630-8223 奈良市角振

新屋町 8 ASACOM ビル 2F　奈良 NPO センター内

7月9日（土）
9:00～12:00

7月17日（日）
13:00～17:00

(小雨決行、増水時中止）

（奈良県山の日・川の日）　

7月18日（月・祝）
10:00～12:00

7月18日（月・祝）
8:30～16:30（予定）

7

無料

無料無料
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平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

（奈良県山の日・川の日）　

8イベント情報

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
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奈良県山添村　かすがガーデン（山添インターより車で3分）

③30人／幼児・小学生・中学生・保護者（年齢に制限なし）

④先着順（6月1日（水）～7月10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・ＦＡＸを記入してくださ

い。昼食は（流しそうめん・にぎり）を用意。

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（金）～7月14日（木）締切）

⑤有料（子供、保護者　各500円）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、学年、住所、Ｅ

メールアドレス、電話番号

②うだ夢創の里（宇陀市室生大野2130‐1）

③30人／小学生以上（小3未満は要保護者）

④先着順（7月中旬～7月21日（木）締切）

⑤有料（1,000円・体験・昼食・保険料含む）

⑥参加者全員の氏名（フリガナ）、年齢（学年）、性別、

住所、連絡先、携帯電話番号

①昆虫や水生生物の観察

をする。飯盒炊爨を体験

し自分達でカレーを調理

する。

里山遊びを楽しみ自然

について学ぶ。

①午前中は近くの竹林で

「竹伐り体験」、 午後は

竹 ・ 木を使って 「クラフ

ト」 （置物・ペンダント等）

つくり

①無農薬の古代米田んぼ

と里山の小川には生き

物がいっぱい。希少生物

に出会えるかも。昼食は

石窯野外料理

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

夏だ！休みだ！
里山で遊ぼう！＆飯盒炊爨①

「竹伐り体験とクラフト」
　　　　親子で夏の思い出づくり

田んぼで見られる
生きもの探しと野外料理

奈良県ユースホステル協会

奈良 ・ 人と自然の会

ＮＰＯ法人　森づくり奈良クラブ

特定非営利活動法人　うだ夢創の里

Email ： kozo-t@kcn.ne.jp
（谷　幸三）

TEL：090-4450-8459　　Email：event@naranature.com
http://naranature.com/

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

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

TEL：0742-22-0004　FAX：0742-22-0004
往復ハガキ ： 〒 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

TEL ： 090-4450-8459 ( 辻本 )
Email ： event@naranature.com

当日随時（会場にて9：30から受付）

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

7月18日（月・祝）
9:30 ～ 16:30

7月23日（土）
10:00 ～ 15:00

7月23日（土）
10:00 ～ 14:30

7月23日（土）
10:30 ～ 15:00

随時

8

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
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）　
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実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法
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9 イベント情報

①みんなのふれあいの場である
清流吉野川。楽しく遊んだあ
とは、ごみを持ち帰り、きれい
な吉野川を守りましょう。
◆キャンペーン期間

7月20日（水）～8月31日（水）
◆美化活動日

7月23日（土）  11：00～

②吉野川流域及び支川の河川敷（吉野川流域7市町村）

③300人／なし　※日中を歩くため、熱中症対策必要

④先着順

⑤無料

⑥氏名、年齢、電話番号

②五條市立大塔小学校

（変更の可能性があるため、必ずHP等でご確認ください。）

③20人／親と子（主に小学校3～6年生）

④先着順（7月1日（金）～7月14日（木）締切）

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

②吉野町国栖の各工房、国栖の里総合センター

③500人／低年齢の方は保護者同伴

④先着順（7月1日（金）～7月21日（木）)

⑤有料（500円～5,000円）

⑥参加者全員の氏名、年齢、住所、電話、当日連絡が

取れる電話

②上北山村　大台ヶ原
③20人（保護者も含む／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代表者の氏名（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

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。

①紙すき、木工、マイ箸作

り、陶芸、ガラス工芸を

体験しよう！2日間限定

カフェもオープン！休憩

場所あり。

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。

吉野川マナーアップ
　　　キャンペーン

『夏の森を親子で楽しもう』  
　　　－野外生活体験－

第12回　ものづくり国栖
の里体験フェスタ

吉野熊野国立公園指定
80周年＆山の日制定記念　
「大台ヶ原自然観察ハイキング」

奈良県環境政策課、
奈良県吉野川流域市町村 （7 市町村）

奈良教育大学　自然環境教育センター

国栖の里観光協会

環境省　近畿地方環境事務所

http://www.eco.pref.nara.jp/yokoso_ekonara/
yoshinogawa_manaappu_kyampen.html

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

TEL：0746－36－6838（平日9時～16時）
Email：washinomori2@gmail.com
http://www.kuzunosato.jp/

TEL ： 0746-34-2202　　

http://kinki.env.go.jp/

TEL：0742-27-8737　　FAX：0742-22-1668
Email：kankyo@office.pref.nara.lg.jp
ハガキ：〒630－8501　奈良市登大路30

FAX：0742-27-9143　　Email：kaikei-soumu@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』

申込用紙をHPからダウンロードして、FAXまたはメール
でお申込ください。
FAX：0746-36-6838　　Email：washinomori2@gmail.com

TEL ： 0746-34-2202
FAX ： 0746-34-2204

7月23日（土）
11:00～

7月23日（土）8:45～
7月25日（月）17:00

（2泊3日）

7月23日（土）
9:00～16:00

7月24日（日）
10:00～16:00

（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）

無料

宿泊

9
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10イベント情報

①飛鳥で見られる様々な

木の実などを観察しなが

ら、種飛行機などでその

不思議を体験。

②明日香村

③30人/回／特になし

④先着順（6月1日（水）～）

⑤有料（100円）

⑥なし

②吉野町国栖の各工房、国栖の里総合センター

③500人／低年齢の方は保護者同伴

④先着順（7月1日（金）～7月21日（木）)

⑤有料（500円～5,000円）

⑥参加者全員の氏名、年齢、住所、電話、当日連絡が

取れる電話

②奈良公園・飛火野

③15人／小学生（保護者同伴）

④先着順（7月17日（日）締切）

⑤有料（300円・保護者は無料、保険代、手作りのお土

産付）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番

号、FAX

②吉野町・津風呂湖　乗船場（奈良県吉野郡吉野町河

原屋８４９）

③150人／小学生以上

④先着順

　 （申し込み期間：詳しくはHPにて確認お願いします）

⑤無料

⑥参加者全員の氏名・年齢等必要

①紙すき、木工、マイ箸作

り、陶芸、ガラス工芸を

体験しよう！2日間限定

カフェもオープン！休憩

場所あり。

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

①個人戦や団体戦でボー

ト リ レ ー （ 3 名 で 1 チ ー

ム）、二人乗りボート競

漕（2名1チーム）など

里山自然教室 「木の実
の不思議を観察しよう」

第 12 回　ものづくり
国栖の里体験フェスタ

奈良公園 ・ 飛火野で
自然の宝物を探そう

第 27 回　津風呂湖
　　 ボート大会

国営飛鳥歴史公園　飛鳥管理センター

国栖の里観光協会

奈良 ・ 自然への感動を伝える会
「なららぎ」

津風呂湖観光協会

ＴＥＬ ： 0744-54-2441

http://www.asuka-park.go.jp/

TEL ： 0746-36-6838 （平日 9 時～ 16 時）
http://www.kuzunosato.jp/
Email ： washinomori2@gmail.com

TEL ： 0745-72-8352
Email ： yakushijin-one@lime.ocn.ne.jp
sa-to@kinet-tv.ne.jp

TEL ： 0746-32-2847
Email ： info@tuburo.jp
http://tuburoko.jp/　　　FAX ： 0746-32-2847

TEL ： 0744-54-2441

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ください。
FAX：0746-36-6838
Email：washinomori2@gmail.com

FAX ： 0745-72-8352
Email ： yakushijin-one@lime.ocn.ne.jp
往復ハガキ：〒636-0811 奈良県生駒郡三郷町勢野東5-2-22

FAX ： 0746-32-2847
専用申込書有り （FAX で取り寄せもしくは HP よりダウンロード）

7月24日（日）
➊10:00～12:00
➋13:00～15:00

7月24日（日）
9:00～16:00

7月24日（日）
10:00～12:00

7月24日（日）
8:30受付～9:00開始

無料
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申込方法

11 イベント情報

①平群町の里山「カチカチ

山」でヤギやニワトリとふ

れあい、また、手入れの

された孟宗竹林での伐

採体験や竹工作を楽し

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18日（月）締切）

⑤有料（大人500円・子供無料）

⑥参加者全員の氏名（フリガナ）、年齢、性別、住所、電

話番号、メールアドレス

②奈良県五條市大塔町阪本249　大塔コスミックパーク星のく
に　ロッジ星のくに

③25人（同伴者を含まない）／小学生程度（工作を行うので、
保護者同伴をお勧めします）

④先着順（定員になり次第受付終了）
⑤有料（1名2,700円　望遠鏡工作キット・プラネタリウム料金込

み）※同伴の保護者等は別途プラネタリウム料金が必要(大
人300円・小人200円）天体観測会は（大人330円・小人220円）

⑥名前・住所・電話番号・参加人数等

②明日香村栢森、飛鳥川

③100人／小学生と保護者・家族

④先着順（7月1日（金）～7月15日（金）締切）

⑤有料（1人500円、同行された園児と幼児は無料）

⑥保護者を含めた全員の氏名（ふりがな）、生年月日、

住所、電話番号、Emailアドレス

②春日山原始林（奈良市）

③親子15組（30名程度）／小学生と保護者（2名1組）

④先着順（7月19日（金）締切）

⑤有料（親子1組あたり500円/保険代・資料代等）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、学年、年齢、

住所、メールアドレス、電話番号

①職員の説明を聞きなが

ら「望遠鏡工作」を行い、

「プラネタリウム鑑賞」。

希望者は「天体観測会」

に参加できる

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！

①夏の春日山原始林を歩きま

す。目指すは、森の奥にある

「鶯の滝」。街と森の気温の

違いや、水質についても調べ

ながら、森の大切さを学びま

す。（往復10kmの道のりです）

親子自然体験教室
「里山で遊ぶ　作る　体験する」

望遠鏡工作教室

『奥飛鳥で夏体験
2016』

親子で春日山原始
林をあるこう

平群里山クラブ

一般財団法人大塔ふる里センター
ロッジ星のくに

明日香森林環境教育フィールド
『Forest River』

春日山原始林を未来へつなぐ会

TEL ： 0745-45-8246
または　当クラブホームページからメールにて
http://hegurisatoyama.web.fc2.com

TEL：0747-35-0321　　Email：info@ootou.jp
HP：http://www.ootou.jp（団体HP）

TEL ： 090-5120-4350
Email ： forest-river@kcn.jp
asuka.forest.river@gmail.com

Email ： kasugatsunagu@gmail.com
http://kasugatsunagu.wix.com/kasugatsunagu

FAX ： 0745 － 45 － 8246
Email ： katikati66@yahoo.co.jp

TEL ： 0747-35-0321
※電話予約のみ受付

Email ： forest-river@kcn.jp
その他 ： asuka.forest.river@gmail.com

Ｅｍａｉｌ ： kasugatsunagu@gmail.com

7月24日（日）
9:30～14:00

7月27日（水）
14:30～17:30

7月24日（日）
10:00～15:00

7月28日（木）
9:30～15:30

11

（プラネタリウム終了時）
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12イベント情報

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／小学生（保護者同伴）

④抽選（7月8日（金）必着）

⑤無料

⑥➊下水道教室参加希望の旨　➋保護者の方の氏名

（ふりがな）➌住所　➍電話番号（平日昼間に連絡可

能なもの）　➎お子様の氏名（ふりがな）と学年

②大和郡山市　奈良学園中学校・高等学校校地

③20組／県内在住の小学生と保護者

④抽選（7月15日（金）～7月22日（金）締切）

⑤無料

⑥連絡先住所・電話番号・参加者氏名（全員）と小学生

の学年

②生駒郡三郷町勢野西　三郷中央公園

③特になし

④当日随時

⑤無料

⑥なし　

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

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

の名前調べをしていただ

きます。

①皆さんに願い事を書いて

頂いた短冊を笹竹につ

け、7/23～7/29まで大和

川沿いに立てかけ、7/30

には模擬店やステージ

などのイベントの催し。

①昆虫採集や昆虫観察、

草木染めや「富本銭」の

鋳造体験を行います。そ

して、古代衣裳での撮影

もできます。　

第８回　夏休み 
　　 こども下水道教室

里山の森を育てる
     クラブ－入門編－

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

第９回 『親子体験イベント
－自然編』 ～飛鳥の自然
　　　 と触れ合おう～

奈良県流域下水道センター　業務課
水質環境係

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」

大和川七夕まつり実行委員会

公益財団法人　古都飛鳥保存財団
（共催 ： 国営飛鳥歴史公園 ・ 奈良大学）

TEL ： 0743-56-2830
http://www.pref.nara.jp/20519.htm

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

TEL ： 0745-72-4781 （㈱岡伸）

TEL ： 0744-54-3551　　　FAX ： 0744-54-3552
http://w ｗ w.asuka-iwaidoso.com
Ｅｍａｉｌ ： info@asuka-iwaidoso.com

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

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

ー

TEL：0744-54-3551　　FAX：0744-54-3552
Ｅｍａｉｌ：info@asuka-iwaidoso.com
ハガキ：〒634-0121　奈良県高市郡明日香村祝戸303

7月29日（金）
13:00～16:30

7月30日（土）
13:30～16:00

7月30日（土）
16:00～21:00

  7月30日（土）14:00～
  7月31日（日）15:00

（1泊2日）

無料 無料 随時

無料 宿泊
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平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

13 イベント情報

①整備した里山の自然を

観 察 し 、 虫 採 り や ネ イ

チャークラフトを楽しみま

しょう。

②奈良県葛城市寺口　社会福祉法人　柊の郷「葛城

苑」裏山

③20家族／県内在住の小学生と保護者

④先着順（7月20日（水）～7月28日（木）締切）

⑤有料（一人300円　保険料、材料代）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、住所、連絡先

等(電話番号等）を明記

②奈良市大亀谷国有林（赤膚の森）

③30人（小学生）／小学生＋保護者

④先着順（7月1日（金）～7月27日（水））

⑤小学生以上100円

⑥車の利用

②宇陀市室生大野（集合場所：室生村森林組合）

③30人／奈良県内在住の小学生と保護者

④先着順（6月20日（月）～7月19日（火））

⑤無料

⑥申込人数と参加者氏名、性別、年齢

連絡のため　代表者の氏名、住所、電話番号

参加方法：自家用車使用か、近鉄電車使用か。

②野迫川村　平維盛歴史の里

③子ども～大人まで

④ー

⑤無料

⑥ー

①ネイチャーゲーム、ボー

ル転がし、丸太の上で

ジャンケンゲーム

①山を守るためには間伐が

必要です。下流を水害か

ら守り大事な飲料水を提

供するのはダムです。親

子で間伐体験と室生ダム

内部の見学・周辺散策。

①燈火会・夜叉太鼓・もち

イベント・ステージイベン

ト・打上花火

平アドベンチャーランド

（駐車場）より無料送迎

バス有

里山を楽しむ

森で遊びましょう！

山を守り水の大切さを
知ろう。 （親子そろって
　　　間伐体験とダム見学）

平維盛の大祭

NPO 法人　自然と緑、
協力 ： 社会福祉法人　柊の郷

赤膚ネーチャークラブ （ANC）

室生村森林組合、
室生ダム管理所共催

平維盛の大祭実行委員会

TEL：0745-48-5603　　FAX：0745-48-5603
http://home.att.ne.jp/iota/sizen_midori/

TEL ： 090-5652-8777 （白川嘉秀）、
090-1449-3536 （リングホーファー）

Email ： y5-s2rkw@kcn.ne.jp （白川嘉秀）、
ringoman@kcn.ne.jp（リングホーファー）

TEL ： 0745-92-3570
Email ： muroshin@kcn.jp

TEL ：0747-37-2101　　FAX：0747-37-2107
Email：sangyou1@vill.nosegawa.nara.jp

TEL：0745-48-5603（豊田）
FAX：0745-48-5603（豊田）
ハガキ：〒639-2154　葛城市兵家1460-11　豊田　滿　宛

宛先 ： 室生村森林組合
TEL ： 0745-92-3570　　FAX ： 0745-92-3552
Email ： muroshin@kcn.jp

ー

7月30日（土）
10:30～14:00

7月30日（土）
10:00～11:30

7月30日（土）
10:00～15:30

7月30日（土）
16:30～20:30

無料

無料
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平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

14イベント情報

①泥んこフラッグ、泥んこリ

レーやお宝さがし争奪戦

など、田んぼで泥んこに

なって遊ぶ

②高取町
③一次募集300人、二次募集100人／幼児・小学生以下は保

護者同伴
④先着順（一次募集6月1日（水）～、二次募集7月1日（金）～）
⑤有料（500円 傷害保険料込）
⑥・代表者の氏名（ふりがな）、電話、携帯電話、メールアドレ

ス、住所
・競技参加者全員の氏名、住所、性別、生年月日

②布目ダム（奈良市）、室生ダム・宇陀川浄化センター

（宇陀市）

③48人／小学生・中学生とその保護者（要保護者同伴）

④抽選（6月1日(水）～7月13日（水）締切）

⑤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、代表者の緊急連絡先（携帯電話番号等）

②奈良公園（奈良市）

③親子20組程度／小学生と保護者

④先着順（7月20日（月）締切）随時

⑤有料（材料費等300円（参加者ひとりあたり））

⑥参加日、参加者全員の氏名、年齢、住所、電話番

号、Ｅｍａｉｌ

②桜井市三谷地区内

③50人／幼児、小学生とその引率者

④先着順（7月1日（金）～定員で締切）

⑤有料（大人400円・子ども200円）

⑥桜井駅からのバス利用の有無（往復500円大人の

み）、代表者の連絡先（電話・Eメールアドレス・住

所）、参加者の氏名、性別、年齢

①8月1日～7日は「水の週

間」です。ダムと下水処

理施設を見学し、水の大

切さを学びます。※榛原

駅からバスで移動

①公園の木々を観察しな

がら、葉っぱ図鑑を作り

ます。参加者には樹の

バッジをプレゼント！

①里山をめぐるオリエン

テーリング、自然物（竹

や葉）を使ったクラフト、

そうめん流しなど

泥んこ祭り

「水の週間」
　　親子ダム見学会

奈良公園で葉っぱ
図鑑をつくろう

里 山 自 然 体 験 in
山野草の里

農ある高取推進協議会

奈良県　地域政策課　水循環推進係

春日山原始林を未来へつなぐ会

ＮＰＯ法人　山野草の里づくりの会

TEL：0744-52-3334　　FAX：0744-52-4063
http://doro.takatori.info/

TEL ： 0742-27-8029
Email ： shigen@office.pref.nara.lg.jp
http://www.pref.nara.jp/20345.htm

Email ： kasugatsunagu@gmail.com
http://kasugatsunagu.wix.com/kasugatsunagu/

TEL ＆ FAX ： 0745-23-0383 （村上）
Email ： murakamy@maia.eonet.ne.jp
http://www.sanyasou.org

高取泥んこ祭り HPから（http://doro.takatori.info/）
その他： Facebook（高取泥んこ祭りで検索）

TEL：0742-27-8029　　　FAX：0742-27-6395
Email：shigen@office.pref.nara.lg.jp
往復ハガキ：〒630-8501奈良市登大路町30　奈良県地域政策課

Ｅｍａｉｌ ： kasugatsunagu@gmail.com

TEL：0745-23-0383（村上）　　FAX：0745-23-0383（村上）
Email：murakamy@maia.eonet.ne.jp
往復ハガキ：〒635-0071　大和高田市築山315-4　村上　秀夫

7月31日（日）
10:00～14:00

8月3日（水）
9:15～17:00

7月31日（日）
9:00～12:30

8月6日（土）
10:00～16:00

無料
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平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

平成 28 年

実施主体

お問合せ

申込方法

15 イベント情報

①森林や木材を身近に感

じてもらい、森の大切さ

を知ってもらう親子体験

イベント。間伐体験や木

工体験など。

②宇陀市

③45人／小学生を持つ親子、親同伴（最少随行人員20人）

④先着順

⑤有料（大人3,900円・小人2,300円、その他：木工材料

費　お子さま一人500円）

⑥郵便番号、住所、全員の氏名、年齢、電話番号

②生駒市　西畑町

③50人／小学生とご家族

④先着順（7月15日（金）～定員で締切）

⑤有料（300円：小学生以上／1人）

⑥代表者氏名（ふりがな）、参加人数（大人・子供）、住

所、電話番号、Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（お持ちの場合）

②奈良県平群町鳴川千光寺　近鉄生駒線元山上口駅

から約1時間30分

③20人、最小随行人員10名／保護者と子ども（子どものみ不可）

④先着順（7月1日（金）～7月30日（土））

⑤有料（大人11,300円、小学生10,600円、幼児は無料）

※ＹＨ会員は問い合わせ下さい。

⑥氏名・年齢・郵便番号・住所・電話・FAXを記入してください。

②矢田山遊びの森子ども交流館

③20人　／小学生と保護者

④先着順（7月1日（金）～7月20日（水）締切）　　

⑤有料（保険代　200円）

⑥氏名(ふりがな)、住所、年齢、メールアドレス、電話番

号

①自治会館で竹工作、神

田川で川遊び、冷やし

ソーメンの振舞い、向山

で山遊び

①鳴川石仏と千光寺「お滝

祭り」の体験

①森林土壌を顕微鏡を使

用して土壌生物を観察し

ます。その後、竹を使っ

て竹弓、竹コップ、竹花

器などを作ります。

親子ふれあい間伐
バスツアー in 宇陀市

里山で遊ぼう ・
自然工作

日本の里山 （平群町） で
千光寺恒例の 「お滝祭り」
　　　を家族で挑戦

土壌生物観察会と
竹細工

奈良新聞社、 ロイヤルツーリスト共催

いこま棚田クラブ

奈良県ユースホステル協会

奈良自然塾　
( 森林インストラクター、 川崎眞弘 )

電話 ： 0742-36-1020
FAX ： 0742-36-1312

TEL ： 0743-78-6853
Email ： mkosaka@kcn.ne.jp　
http://www1.kcn.ne.jp/~mkosaka/

電話 ： 0742-22-0004
FAX ： 0742-22-0004

TEL ： 0742-44-4009
Email ： sinrin3401@kcn.jp　　

TEL：0742-36-1020　　FAX：0742-36-1312
Email：k-tour@royal-tourist.jp

TEL：0743-78-6853　　FAX：0743-78-6853
Ｅｍａｉｌ：mkosaka@kcn.ne.jp

TEL ： 0742-22-0004　　　FAX ： 0742-22-0004
往復ハガキ ： 〒 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

FAX：0742-44-4009　　Ｅｍａｉｌ：sinrin3401@kcn.jp

往復ハガキ：〒630-8034 奈良市五条西二丁目3-12

8月6日（土）
8：20～17：10

8月7日（日）
10:00～15:00

8月6日（土）15:00～
8月7日（日）16:00

（1泊2日）

8月7日（日）
9：30～12：30

宿泊
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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

JR奈良8：20、近鉄奈良8：30、
大和八木9：20
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平成 28 年
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平成 28 年
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申込方法
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16イベント情報

①川の生き物について、花

火の色の秘密に迫る、

生き物達のいろいろな

「眼」を見てみよう、森作

りについて

②吉野郡東吉野村

③40人／小学生・中学生（小３以下は要保護者同伴）

④抽選（7月1日（金）～7月10日（日）締切）

⑤有料（小学生6,000円・中学生6,500円・大人7,000円）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、学校名、学

年、年齢、郵便番号、住所、電話番号

②上津ダム　かすががーでん（山添村）

③80人／小学生と保護者等

④先着順（7月1日（金）～7月20日（水）定員になり次

第、受付終了）

⑤有料（参加費：700円、小学生未満は300円）

⑥参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、学年、年齢、

住所、電話番号

②桜井市　談山神社

③50人／小学生（1～6年生）、県外の人も参加可、保

護者も参加可（定員に含まず）

④先着順（7月1日（金）～定員になり次第締切）

⑤無料

⑥「森とふれあう市民の会」のHPから申込み用紙をプリ

ントして下さい。

②奈良市青少年野外活動センター及びその周辺

③50人／県内在住の小学校4年、5年、6年

④抽選（5月8日（日）～7月31日（日）17:00　締切）

⑤有料（子ども6,500円）⑥参加者全員の氏名、性別、

年齢、学年、住所、血液型、メールアドレス、保護者

氏名、電話番号、FAX番号

①上津ダムの見学と小水

力発電について学び、間

伐材を使った木工教室

を開催します！流しそう

めんと大和茶のふるまい

もあるよ！

①植物オリエンテーリン

グ、ネイチャーゲーム、ク

ラフト（葉のスタンプ、葉

のスタンプ絵づくり）

①大地を踏みしめ、川の水

に触れてあそび、かまど

の炎で料理をする。

大自然の風をこのキャン

プで体験しよう！

東吉野村野外体験
　　　実習

夏休み自由学習必見！
『上津ダム見学会＆木工体験教室』

第 14 回みんな森
　　で遊ぼう！

サマーキャンプ
　　 2016

奈良女子大学　共生科学研究センター

大和高原北部土地改良区
かすががーでん　共催

森とふれあう市民の会

NPO 法人　奈良地域学びの推進機構　
奈良市青少年野外活動センター

TEL ： 0742-20-3687
Email ： kyousei.nwu@gmail.com　　　　　　　　　　　
http://www.nara-wu.ac.jp/kyousei/index.html

TEL ： 0743-85-0266
http://yamato-m-midori.jp/

TEL ： 090-3281-1706 （川端 ・ 森とふれあう市民の会
事務局長）
検索ワード ： 森とふれあう市民の会

TEL：0742-93-0029　　FAX：0742-93-0029
http://naracity-outdooractivity.jimdo.com/
Email：chiiki-manabi@kcn.jｐ

Ｅｍａｉｌ ： kyousei.nwu@gmail.com

Email ： kamitu-ito@kcn.jp （順位①）
FAX ： 0743-85-0373 （順位②）
TEL ： 0743-85-0266 （順位③）

TEL ： 0744-43-3604 （吉堂）
FAX ： 0744-49-3831
その他 ： 問い合わせ先

TEL ： 0742-93-0029　　FAX ： 0742-93-0029
Email ： chiiki-manabi@kcn.jp
その他：指定された申込用紙にご記入の上、 予約をお願いします。

8月7日（日）10:00～
8月8日（月）18:00

（1泊2日）

8月7日（日）
10:00～15:00

8月7日（日）
9:30～16:00

8月8日（月）10:00～
8月9日（火）15:00

（1泊2日）

宿泊 無料

宿泊
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