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┿╊ゃか┯ズ┤┞ 
鰺翁陪悟勵麓気契掖れ麓気Ｗダ付ю┎嬢晒ゾ鯲 

ﾀﾀﾀ劭鰺鰺┯┯ 肺ﾀﾀﾀ 

ﾀﾀﾀ劭 肺ﾀﾀﾀ 

 
┿╊ゃか┯ズ┤┞ 【┻[┾]ぇ葉 

ゴゴ┏プ┡┋ゴバ 

嬖鰆姨 陥筑况┊揆ゴ像 

｀鰆ヰ孵計┎紆続 

1.1  孵計┎斂卓                   れれれれ鴣 1 鰆                       

1.2    筑勵┎麓気┎零濫                れれれれ鴣 1鰆 

1.3    孵計┎齢鴫                れれれれ鴣 2 鰆 

  

｀鰈ヰ陥筑况┊揆ゴ像 

2.1  侃貫篳俸┲付豫ベ┫                        れれれれ鴣 3 鰈  

2.2    伐諂┋耳プ┆嘘┪彿┠                   れれれれ鴣 3 鰈 

2.3    嘘彿┟┲┄┊ヅ                            れれれれ鴣 3鰈 

 

嬖鰈姨 ナ∃况┊憎孵 

｀鰆ヰ侃貫篳俸┎付豫 

1.1  筑勵┎麓気篳俸              れれれれ鴣 4鰒                      

1.2  侃貫篳俸┲乖ズブ〞嘘彿┟          れれれれ鴣 6 鰊  

 

｀鰈ヰ伐諂┋耳プ〞嘘彿┟ 

2.1  頴伐諂┋耳プ〞嘘彿┟┎萄痙                れれれれ鴣 713 

2.2   嘘彿┟¶┎ñ瘧                           れれれれ鴣 81 

2.3   嘘彿┟¶┎侃貫πñ瘧 2 24        れれれれ鴣24 

 

｀鰒ヰ嘘彿┟┲┄┊ヅ 

3.1    嘘彿┟┎┄┊ゼ┪                          れれれれ鴣25  

3.2    嘘彿┟┲┄┊ヅ像孵             れれれれ鴣28 

3.3    侃貫れ渇∃┎嘘彿┟┲┄┊ヅ〞┡┎像孵      れれれれ鴣31 

3.4    嘘彿┟┲┄┊ヅ勁碪壼瓜          れれれれ鴣32 

 

嬖鰒姨 正腴∃ψ孀 

｀鰆ヰ正腴∃ψ 

1.1  筑ゃか┎孵計                 れれれれ鴣33  

1.2    勵┎憎孵                   れれれれ鴣34 

1.3    筑ゃか鵜┓頚憎濫必┎ツ玻             れれれれ鴣34 

   

｀鰈ヰ褪Ｉベ┫ψ祭孀 

2.1  枳悶∃釁孀┎濡〒┎願┎瞼計          れれれれ鴣35  

2.2    胃へ嘘彿正腴┎〞┡┎胃計ψ祭┎玄タ      れれれれ鴣35  

2.3    頴埣瞼計ﾎ冩蜴┊┉┎勁碪壼瓜          れれれれ鴣35 

  

ﾜ篳綜慍ﾝ 

ｺ頴嘘彿┎彭＞                                 れれれれ鴣36                 

ｺ麓気契掖れ麓気Ｗダ付ю┎′┻ぇ終顔           れれれれ鴣95 

ｺ麓気契掖褪腱篝ブΧブかぅ╁れDVD ñ瘧     れれれれ鴣99 
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瞎ブヂ┏ﾎ瞎ブヂ┏ﾎ瞎ブヂ┏ﾎ瞎ブヂ┏ﾎ 礐禴窂竌矬㽷睼𥆩礐禴窂竌矬㽷睼𥆩礐禴窂竌矬㽷睼𥆩礐禴窂竌矬㽷睼𥆩 𤹪𤹪𤹪𤹪 鶺基鶺基鶺基鶺基

ﾘ┿╊ゃか┯ズ┤┞ﾙﾘ┿╊ゃか┯ズ┤┞ﾙﾘ┿╊ゃか┯ズ┤┞ﾙﾘ┿╊ゃか┯ズ┤┞ﾙ
鹽翁陪悟勵麓気契掖れ麓気Ｗダ付ю┎嬢晒ゾ鹽鹽翁陪悟勵麓気契掖れ麓気Ｗダ付ю┎嬢晒ゾ鹽鹽翁陪悟勵麓気契掖れ麓気Ｗダ付ю┎嬢晒ゾ鹽鹽翁陪悟勵麓気契掖れ麓気Ｗダ付ю┎嬢晒ゾ鹽

ｺ┿╊契掖れ┿╊付ю┎〞┡┎╃┻ぉけ｠╆┇ベﾏｺ┿╊契掖れ┿╊付ю┎〞┡┎╃┻ぉけ｠╆┇ベﾏｺ┿╊契掖れ┿╊付ю┎〞┡┎╃┻ぉけ｠╆┇ベﾏｺ┿╊契掖れ┿╊付ю┎〞┡┎╃┻ぉけ｠╆┇ベﾏ
ｺ英ガ癰殼┏“┕┫ビ┈┲出ブﾎ枳┩揆ゴﾎ默ю┇ゾ┫＋”ｺ英ガ癰殼┏“┕┫ビ┈┲出ブﾎ枳┩揆ゴﾎ默ю┇ゾ┫＋”ｺ英ガ癰殼┏“┕┫ビ┈┲出ブﾎ枳┩揆ゴﾎ默ю┇ゾ┫＋”ｺ英ガ癰殼┏“┕┫ビ┈┲出ブﾎ枳┩揆ゴﾎ默ю┇ゾ┫＋”
ｺ┯ズ┤┞┎麓気篳俸┤ﾎ─┬┇┢羽з┇ゾ┫┿╊契掖れ┿╊付ю┊┉┲彭＞ブ┆ガ┞ベﾏｺ┯ズ┤┞┎麓気篳俸┤ﾎ─┬┇┢羽з┇ゾ┫┿╊契掖れ┿╊付ю┊┉┲彭＞ブ┆ガ┞ベﾏｺ┯ズ┤┞┎麓気篳俸┤ﾎ─┬┇┢羽з┇ゾ┫┿╊契掖れ┿╊付ю┊┉┲彭＞ブ┆ガ┞ベﾏｺ┯ズ┤┞┎麓気篳俸┤ﾎ─┬┇┢羽з┇ゾ┫┿╊契掖れ┿╊付ю┊┉┲彭＞ブ┆ガ┞ベﾏ

ﾀ┯ズ┤┞┎麓気篳俸鰡ﾀ┯ズ┤┞┎麓気篳俸鰡ﾀ┯ズ┤┞┎麓気篳俸鰡ﾀ┯ズ┤┞┎麓気篳俸鰡┯ズ┤┞┎┯ズ┤┞┎┯ズ┤┞┎┯ズ┤┞┎鐶е况┊麓気篳俸┲彭＞ブ┆ガ┞ベﾏ鐶е况┊麓気篳俸┲彭＞ブ┆ガ┞ベﾏ鐶е况┊麓気篳俸┲彭＞ブ┆ガ┞ベﾏ鐶е况┊麓気篳俸┲彭＞ブ┆ガ┞ベﾏ

彳秇篖秂54ブ膅歎鑚か䐢彳秇篖秂54ブ膅歎鑚か䐢彳秇篖秂54ブ膅歎鑚か䐢彳秇篖秂54ブ膅歎鑚か䐢

䀹㽷砉䀹㽷砉䀹㽷砉䀹㽷砉 髷髷髷髷 飃飃飃飃

曚疌砉癁畽曚疌砉癁畽曚疌砉癁畽曚疌砉癁畽
廟廟廟廟
嚔嚔嚔嚔
瀧瀧瀧瀧

䅈稛籞稸䅈䅈稛籞稸䅈䅈稛籞稸䅈䅈稛籞稸䅈

彳秇篖秂54ブ彳秇篖秂54ブ彳秇篖秂54ブ彳秇篖秂54ブ
歎鑚餐櫟坿娵癉皕𤩍達な鏘戻癮彳秇篖秂歎鑚餐櫟坿娵癉皕𤩍達な鏘戻癮彳秇篖秂歎鑚餐櫟坿娵癉皕𤩍達な鏘戻癮彳秇篖秂歎鑚餐櫟坿娵癉皕𤩍達な鏘戻癮彳秇篖秂

54ブ娵疰畒瞤𤩍箐筁秇籞䈎阯㋼𤹪嚔薇ɚ癉54ブ娵疰畒瞤𤩍箐筁秇籞䈎阯㋼𤹪嚔薇ɚ癉54ブ娵疰畒瞤𤩍箐筁秇籞䈎阯㋼𤹪嚔薇ɚ癉54ブ娵疰畒瞤𤩍箐筁秇籞䈎阯㋼𤹪嚔薇ɚ癉

裴ギ𤺋▔坿㿉痮瘳ɔ埴痠矟瘳畱𥆩瘃璒ブ穢裴ギ𤺋▔坿㿉痮瘳ɔ埴痠矟瘳畱𥆩瘃璒ブ穢裴ギ𤺋▔坿㿉痮瘳ɔ埴痠矟瘳畱𥆩瘃璒ブ穢裴ギ𤺋▔坿㿉痮瘳ɔ埴痠矟瘳畱𥆩瘃璒ブ穢

瘃矞鋗澳磽磻廋睘彌疸𤹪瘃璒瘃矞鋗澳磽磻廋睘彌疸𤹪瘃璒瘃矞鋗澳磽磻廋睘彌疸𤹪瘃璒瘃矞鋗澳磽磻廋睘彌疸𤹪瘃璒

遊㋹釮褫秖礥窾籞祲遊㋹釮褫秖礥窾籞祲遊㋹釮褫秖礥窾籞祲遊㋹釮褫秖礥窾籞祲

遊㋹釮褫癉皕𤩍㌍陝檢𤺋癁フ裴𤺋坿ョ睼坿痂遊㋹釮褫癉皕𤩍㌍陝檢𤺋癁フ裴𤺋坿ョ睼坿痂遊㋹釮褫癉皕𤩍㌍陝檢𤺋癁フ裴𤺋坿ョ睼坿痂遊㋹釮褫癉皕𤩍㌍陝檢𤺋癁フ裴𤺋坿ョ睼坿痂

疰畒瞤𤩍㾮痝𤹪テ𥆩矟瘓G菇睼貭尤っ癉メ矟デ疰畒瞤𤩍㾮痝𤹪テ𥆩矟瘓G菇睼貭尤っ癉メ矟デ疰畒瞤𤩍㾮痝𤹪テ𥆩矟瘓G菇睼貭尤っ癉メ矟デ疰畒瞤𤩍㾮痝𤹪テ𥆩矟瘓G菇睼貭尤っ癉メ矟デ

痮䀹𤩍瀧h癉齠痮𥇥痝㿉疰𤹪疷矞秖礥窾籞祲𤹪痮䀹𤩍瀧h癉齠痮𥇥痝㿉疰𤹪疷矞秖礥窾籞祲𤹪痮䀹𤩍瀧h癉齠痮𥇥痝㿉疰𤹪疷矞秖礥窾籞祲𤹪痮䀹𤩍瀧h癉齠痮𥇥痝㿉疰𤹪疷矞秖礥窾籞祲𤹪

霙Ⅷõ嚔𤩍褫め瘼痀瞤霙Ⅷõ嚔𤩍褫め瘼痀瞤霙Ⅷõ嚔𤩍褫め瘼痀瞤霙Ⅷõ嚔𤩍褫め瘼痀瞤
鑚p𤹪皕𤩍㏈醯彌餃𤺋跚馴砅㌱ぁ痮𤩍霙Ⅷ𤩍08疷𤩍鑚p𤹪皕𤩍㏈醯彌餃𤺋跚馴砅㌱ぁ痮𤩍霙Ⅷ𤩍08疷𤩍鑚p𤹪皕𤩍㏈醯彌餃𤺋跚馴砅㌱ぁ痮𤩍霙Ⅷ𤩍08疷𤩍鑚p𤹪皕𤩍㏈醯彌餃𤺋跚馴砅㌱ぁ痮𤩍霙Ⅷ𤩍08疷𤩍

褫め瘼痀瞤疰痠㽷砉璒Y癉䀹㽷砉𤩍髷𤩍飃𤩍曚疌砉癁褫め瘼痀瞤疰痠㽷砉璒Y癉䀹㽷砉𤩍髷𤩍飃𤩍曚疌砉癁褫め瘼痀瞤疰痠㽷砉璒Y癉䀹㽷砉𤩍髷𤩍飃𤩍曚疌砉癁褫め瘼痀瞤疰痠㽷砉璒Y癉䀹㽷砉𤩍髷𤩍飃𤩍曚疌砉癁

畽𤩍䅈稛籞稸䅈皕廟嚔瀧癮ブペ褻砅ヾ瞤𥆩瘃璒畽𤩍䅈稛籞稸䅈皕廟嚔瀧癮ブペ褻砅ヾ瞤𥆩瘃璒畽𤩍䅈稛籞稸䅈皕廟嚔瀧癮ブペ褻砅ヾ瞤𥆩瘃璒畽𤩍䅈稛籞稸䅈皕廟嚔瀧癮ブペ褻砅ヾ瞤𥆩瘃璒

遊跏釮黔遊跏釮黔遊跏釮黔遊跏釮黔
藁辿樅p疰ブ砉瘛鶇P旄𤩍雄藁辿樅p疰ブ砉瘛鶇P旄𤩍雄藁辿樅p疰ブ砉瘛鶇P旄𤩍雄藁辿樅p疰ブ砉瘛鶇P旄𤩍雄
P旄籗褊胴旄癮溯輓𤩍遊跏釮P旄籗褊胴旄癮溯輓𤩍遊跏釮P旄籗褊胴旄癮溯輓𤩍遊跏釮P旄籗褊胴旄癮溯輓𤩍遊跏釮
黔皕𤩍超㽷瞢臤𦣝𦣝烝縫癉G菇黔皕𤩍超㽷瞢臤𦣝𦣝烝縫癉G菇黔皕𤩍超㽷瞢臤𦣝𦣝烝縫癉G菇黔皕𤩍超㽷瞢臤𦣝𦣝烝縫癉G菇
鴇つ㌱湊砅寨明痮𤩍礐禴箼秖籞鴇つ㌱湊砅寨明痮𤩍礐禴箼秖籞鴇つ㌱湊砅寨明痮𤩍礐禴箼秖籞鴇つ㌱湊砅寨明痮𤩍礐禴箼秖籞
癮菱檟k㿉睘ヮ矬矟瘳畱𥆩瘃璒癮菱檟k㿉睘ヮ矬矟瘳畱𥆩瘃璒癮菱檟k㿉睘ヮ矬矟瘳畱𥆩瘃璒癮菱檟k㿉睘ヮ矬矟瘳畱𥆩瘃璒

匹1/10㏈菟p籗矬㽷睼𥆩匹1/10㏈菟p籗矬㽷睼𥆩匹1/10㏈菟p籗矬㽷睼𥆩匹1/10㏈菟p籗矬㽷睼𥆩
䇳禕䇳癉瞟矞鋗廸ョ澳琢癉畒矞鑚p癉皕𤩍蹙鑚鏘虜癮▏䇳禕䇳癉瞟矞鋗廸ョ澳琢癉畒矞鑚p癉皕𤩍蹙鑚鏘虜癮▏䇳禕䇳癉瞟矞鋗廸ョ澳琢癉畒矞鑚p癉皕𤩍蹙鑚鏘虜癮▏䇳禕䇳癉瞟矞鋗廸ョ澳琢癉畒矞鑚p癉皕𤩍蹙鑚鏘虜癮▏
㿉畱矬矟矞鑚朞㏈菟舜瓖▏癮歙㏈菟瓘砅皕痱𥇍盆徂𤩍ー4/11𤩍㿉畱矬矟矞鑚朞㏈菟舜瓖▏癮歙㏈菟瓘砅皕痱𥇍盆徂𤩍ー4/11𤩍㿉畱矬矟矞鑚朞㏈菟舜瓖▏癮歙㏈菟瓘砅皕痱𥇍盆徂𤩍ー4/11𤩍㿉畱矬矟矞鑚朞㏈菟舜瓖▏癮歙㏈菟瓘砅皕痱𥇍盆徂𤩍ー4/11𤩍
ɔ⒈籗麈𤩍滿▏籗㎣朗𤩍眠⒐𤺋癁𤩍廟p娵𤹪㏈菟疰齠痮𥇍ɔ⒈籗麈𤩍滿▏籗㎣朗𤩍眠⒐𤺋癁𤩍廟p娵𤹪㏈菟疰齠痮𥇍ɔ⒈籗麈𤩍滿▏籗㎣朗𤩍眠⒐𤺋癁𤩍廟p娵𤹪㏈菟疰齠痮𥇍ɔ⒈籗麈𤩍滿▏籗㎣朗𤩍眠⒐𤺋癁𤩍廟p娵𤹪㏈菟疰齠痮𥇍
𥆩瘃璒𥆩瘃璒𥆩瘃璒𥆩瘃璒

▏癮歔㏈菟▏癮歔㏈菟▏癮歔㏈菟▏癮歔㏈菟

釮褫虜暑籗嘆O̊0釮褫虜暑籗嘆O̊0釮褫虜暑籗嘆O̊0釮褫虜暑籗嘆O̊0

遊跏釮黔遊跏釮黔遊跏釮黔遊跏釮黔

㋹停樅坿癮褜寢㋹停樅坿癮褜寢㋹停樅坿癮褜寢㋹停樅坿癮褜寢

㿉理ぺ暑㿉理ぺ暑㿉理ぺ暑㿉理ぺ暑
㋹停樅坿癮わ㽷𤺋G㋹停樅坿癮わ㽷𤺋G㋹停樅坿癮わ㽷𤺋G㋹停樅坿癮わ㽷𤺋G
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

1.2　地域資源を生かした取組み

分類

自然観察

自然体験

調査

緑化美化

食育

ごみ
省エネ

取組みの例 関連する主な地域資源

・山、海、川、里山等での自然観察会
・バードウォッチング（野鳥観察会）
・スノーケリング（海中生物・サンゴ礁観察
　会）
・星空観察会

・オリエンテーリング、山歩き
・ネイチャーゲーム（木登りなどの自然の中
　で行う五感を使った遊びや運動）
・川遊び（釣り、魚捕り、水切り石投げ）
・農業体験（田植え体験、収穫体験など）
・林業体験（枝打ち、間伐体験など）
・自然物を使った工作（ウッドクラフト、炭
　焼き体験など）

・水質・水生生物調査
・土壌生物調査
・気象調査（天気、気温、湿度など）
・花の開花調査
・壁新聞コンテスト（こどもエコクラブ）

・植樹（苗木を植える）
・花いっぱい運動
・ごみ拾い（空き缶拾い）
・道や川の清掃

・ふるさとの味づくり体験（味噌、醤油、梅
　干し、くじら料理など）
・エコ・クッキング

・ごみ処理場の見学
・下水処理場の見学
・再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイ
　オマス、温泉熱）発電施設等の見学

 こうした本県の豊かで多様な地域の環境資源を活用することにより、身近で興味深い和
歌山ならではの環境学習・環境保全活動を進めていくことができます。 

多様な海洋生物 

大サンゴ群生 

和歌山の動物・植物 

南紀熊野ジオパーク 

木の国・わかやまの林業 

清流 

果樹王国、野菜づくり 

紀伊山地の霊場と参詣道 

南方熊楠 

伝統料理、鯨食 

元祖温泉県・わかやま 

和歌山の動物・植物 

清流 

自然公園・遊歩道 

地域の伝統産業 

木の国・わかやまの林業 

ナショナルトラスト運動 

“エコナビわかやま”～和歌山県環境学習・環境保全活動の手引き    6
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ピ
ナ廩┎劫腰ニ 搖券冩悟ﾘ飼樔虎飼鳩悟
┘冩┭グﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ゴジ

フ
ナ勵ニ 悌兆悟ド┳ゾ┎奴ﾘこまろえろ
╆ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ゴジ

ブ
ナ勵ニ 悌兆悟ド┳ゾ┎奴ﾘっ┻】にろ
╉ろてﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ゴジ

プ
ナ勵ニ 悌兆悟ド┳ゾ┎奴ﾘ娵彖拷れ築
拷╆ふくぇ∃釁ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ゴス

6
ナ廩擔葭亳れ談于劫亳ニ 乖呎鋩引]]
╄ピ乖～騰ﾘ悟紋ゾﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á ゴス

ベ
ナ叶ニ 袷求翁陪悟呱壙腸ツ裴秧斎ﾘ奴
┎〞┳デ┳誣鹽閏斎劫慍ﾙ

現契鰊裟乖鹽鰮
裟乖

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ゴス

ﾍeﾍﾜ∃釁付юﾝﾍ勵ハ┇裴ぬビ┬┆ガ┫契掖〒┤∃釁付ю┋褪ベ┫終顔ﾍeﾍﾜ∃釁付юﾝﾍ勵ハ┇裴ぬビ┬┆ガ┫契掖〒┤∃釁付ю┋褪ベ┫終顔ﾍeﾍﾜ∃釁付юﾝﾍ勵ハ┇裴ぬビ┬┆ガ┫契掖〒┤∃釁付ю┋褪ベ┫終顔ﾍeﾍﾜ∃釁付юﾝﾍ勵ハ┇裴ぬビ┬┆ガ┫契掖〒┤∃釁付ю┋褪ベ┫終顔

璈ォ嚔オァ嚔癮宙黻𤩍ァォpオァ藁辿樅p癮宙黻𤩍璈ォ滲か闌オァ滲か闌癮宙黻𤩍
璈ォ褊オァ褊戻宙黻脉籗吊黻癮宙黻𤩍ァォハオァハパバ嗹典癮宙黻𤩍璈ォ直オァ㾮癮直癮宙黻

璈瓖G菇瓘ァァァァ楉樅𤩍⑼𤩍滿𤩍裘樅𤩍湊鶇P𤩍靱𤩍く跚𤩍檢úっ癉輸瘃矞不杞
璈瓖㏈醯尤瓘ァ楉坿U㏈醯尤膅搨溺䐢𤩍礐窬䈎祧籞𤩍鴈本っ癉輸瘃矞不杞
璈瓖痟䀹瓘ァァァァ楉牴鯔P𤩍hユ═𤩍冨母ぁ𤩍冨ユ═尤𤩍託靱っ癉輸瘃矞不杞

璈瓫㋹戻𤭖楉藁辿樅滲𤩍㌍鑚滲𤩍㋹癮滿滲𤩍檢箆滲𤩍⑼遊滲𤩍
璈璈璈璈璈璈璈璈㽷瘨瞢疿か𤩍池燵樅か𤩍珽褫か𤩍㋹40褫か
璈瓫㋹嘆𤭖楉鐚ゅ滲𤩍皀埖滲𤩍鐚ゅ滿か𤩍▏☎か𤩍熏滿か𤩍ょフか𤩍
璈璈璈璈璈璈璈璈蹙珽か𤩍蹙珽滿か𤩍40⒈か𤩍ァ揺遊か𤩍䀹𤺋𥄢か
璈瓫㋹遊𤭖楉ゅO̊滲𤩍赱朞滲𤩍ɔ⒈か𤩍琢枡ゅか𤩍瘃痠䀹か𤩍
璈璈璈璈璈璈璈璈歎鑚か𤩍虜燼滿か𤩍違郛眠⒐か𤩍徂坿か𤩍ァ戻樅闌

璈栟併刀栟

膅臤䐢ｸ峩旄80癮㎏抵璈璈瓫ァデ痮𥇥ァ籗î矞ァ𤭖膅臤䐢ｸ峩旄80癮㎏抵璈璈瓫ァデ痮𥇥ァ籗î矞ァ𤭖膅臤䐢ｸ峩旄80癮㎏抵璈璈瓫ァデ痮𥇥ァ籗î矞ァ𤭖膅臤䐢ｸ峩旄80癮㎏抵璈璈瓫ァデ痮𥇥ァ籗î矞ァ𤭖

コクコァァコクコァァコクコァァコクコァァ流04䀹刀癮瀧ヅ流04䀹刀癮瀧ヅ流04䀹刀癮瀧ヅ流04䀹刀癮瀧ヅ 膅烋耨膅烋耨膅烋耨膅烋耨ココココスススス烝烝烝烝ゲゲゲゲ鏤鏤鏤鏤ゲゲゲゲ蹙Q圻䐢蹙Q圻䐢蹙Q圻䐢蹙Q圻䐢

祭祭埼朔腰縫奡昨林廋夂搆削腰林漣艹削睛載冴ｸ峩旄80鯖ｸ峩鴇廟㌱湊昨彬典ɚ作
流04札昨刀燦瀧ヅ削裁崎問跳裁擦際甑

林流04札昨ゆ裁哉不杞朔林流04札削沈ぇ裁崎再傘ユ賽y昨林壩燦斎ヅ託細哉甑

樅 霓 輸 逃樅 霓 輸 逃樅 霓 輸 逃樅 霓 輸 逃
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ペ
ナ叶ニ 袷求翁陪悟呱壙腸ﾘ腸騰∃釁れ
ю島浴┎瘰憲れ悟衷┎巽┩ブ∃釁ﾙ

契呈ﾎツデ渇∃ﾎ
宋敍れ呱壙┋褪┯
┫渇∃┊┉

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ゴス

ホ
ナ叶ニ袷求翁陪悟呱壙腸ツ裴秧斎ﾘ瘡訓
築拷宋迎ﾙ

現契鰒裟乖鹽á契フ
裟乖 瘡訓鰆鰌彿

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ゴズ

ビ画 ナ勵ニ 奴腸れ腸騰ジ┢ブ┭秧斎 現契フ裟乖鹽6裟乖 ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ゴズ

ビビ
ナ冫怖亳ニ ゾ┎ヂ┋勵繁╂ま｠[腱設
秧斎ﾍ┕┫ビ┈┎悟┲箔バグ

┉┊〞┇┢鰺現契
乖┏Ｗ竈揉液〓鯲

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ゴズ

ビピ
ナ勵ニ 枳悶謂浴遏ﾘ詐墨ﾙ┈ﾘ單ﾙ┎
乖浴瘰憲〒

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ゴズ

ビフ
ナ勵ニ 枳悶謂浴遏ﾘ━┪┡┳なよ]
』ろin翁陪悟ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サケ

ビブ
ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑 ﾘ£仇╄によ
こﾙ｀╂ょろ∃釁ヰ

現契鰊裟乖鹽á
契鰒裟乖

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サケ

ビプ
ナ年ニ 堰lu度 ⑥c度an 座o採 報hild採度n
ナ堰⑥報ニﾘ】へとよなよ]』ろ┲ビゼ
ボﾙ

現契乖 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サケ

ビ6
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑ﾍ術ю∃釁鯑
ﾘく┸つへろく┺｠‶よ╇ﾙ

傑即 ﾄ 廩á廩á廩á廩á サケ

ビベ
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑ﾍﾘ泣閏星梼ﾙ
ﾘ閏£星梼ﾙﾘ枳悶契呈ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á サゲ

ビペ
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑ﾘ術ю∃釁鯑
‶ねあろ╈へよ╇ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á サゲ

ビホ
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑ﾘ術ю∃釁鯑]
╄ねろう【┻かよ╇ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á サゲ

ピ画
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑ﾘ‶ろ╂ぬ｠╆
∃釁in冫恒

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á サゲ

ピビ ナ勵ニ 芙á瘰憲〒｀]あろ╈へよ╇ヰ
現契乖＃¿ナ現契乖
┏Ｗ竈揉液〓ニ

ﾄ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サゲ

ピピ ナ勵ニ枳悶ツ噛枳悶瘰憲〒
現契乖＃¿ナ現契乖
┏Ｗ竈揉液〓ニ

ﾄ サコ

ピフ ナ冫怖亳ニ 頒耜麓気宋迎 現鰊鹽現鰮 ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サコ

ピブ ナ勵ニ 睦佼贇絃裟┎傑ﾘ鑄葹┪¡騨ﾙ
現契鰊裟乖鹽á
契鰒裟乖

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サコ

靱 O̊ 輸 逃靱 O̊ 輸 逃靱 O̊ 輸 逃靱 O̊ 輸 逃
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ピプ
ナ勵ニ 枳悶謂浴遏ﾘ葭雕瘰憲〒‶へろ
〈ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サコ

ピ6
ナ勵ニ 枳悶謂浴遏 秧暴〒ﾘ【ゅ┎┏┊
ブﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サコ

ピベ
ナ勵ニ 枳悶謂浴遏ﾘ繝聘┊遜澹┲ビゼ
｠グﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サゴ

ピペ
ナ勵ニ 枳悶謂浴遏ﾘ煢瀲┋契┖枳悶麓
気ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サゴ

ピホ
ナ勵ニ 枳悶謂浴遏ﾘ遜澹畷筑┲≒┃┆
┟┨グﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サゴ

フ画
ナ勵ニ廩袷贇絃裟┎傑 ﾘせ』ほ┎╄に
よこﾙ

現契鰊裟乖鹽á
契鰒裟乖

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サゴ

フビ
ナ翁陪悟腰ニ バ┉┢圜契遏ﾘ瘡訓乖ゾ
浴謂掬宋迎ﾙ

訓７液〓┎傑即 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サゴ

フピ ナ廩┎劫腰ニ 扉劫á┎せ』ほ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ササ

フフ
ナ廩┎劫腰ニ 彖葭並婦╄によこ願せ』
ほ嚠┪

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ササ

フブ ナ廩┎劫腰ニ ゾブ┙┎蔆せ』ほ瘰簫 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ササ

フプ ナ廩┎劫腰ニ 瀘┎蔆渣築嘯嗾急戟嚠 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ササ

フ6 ナ廩┎劫腰ニ 跋蔽┎せ』ほ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ササ

フベ ナ廩┎劫腰ニ 庁篏磁せ』ほ嚠 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サザ

フペ
ナ勵ニ 悌兆悟ド┳ゾ┎奴ﾍバ┉┢枳悶
瘰憲〒ﾘ島浴ﾙﾘ葭雕ﾙﾘ╄あ╊ﾙ
ﾘ急┎乖ゾ浴ﾙﾘ脚姿欅ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サザ

フホ
ナ勵ニ枳悶謂浴遏ﾘ┽つ╃と┎乘逸┟┬
┫ズ┊ﾙ

ビペ薄＃¿ ﾄ 廩á廩á廩á廩á サザ

ブ画
ナ于耜腰ニ ┕┫ビ┈枳悶ツ噛〉よ』ろ
ﾘ駄ﾙﾘξ丘ﾙﾘ丘ﾙﾘ嗇ﾙﾘ芙耜ﾙ
┎乖ゾ浴瘰憲宋迎

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サザ

ブビ

ナ于耜腰ニ ┕┫ビ┈枳悶ツ噛〉よ』ろ
整譎れ瘰憲〒ﾘ╂かﾙﾘ島浴ﾙﾘ遜
澹ﾙﾘ霑ヂ澹ﾙﾘこふよ╆ぇよﾙﾘ╂
]つ′よ‶は┽┽╁┎瘰憲ﾙﾘ葭雕┎
瘰憲ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サザ

湊 P 輸 逃湊 P 輸 逃湊 P 輸 逃湊 P 輸 逃
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ブピ
ナ勵ニ 枳悶謂浴遏ﾘ愉葭閏膺┎島浴瘰
憲ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サシ

ブフ
ナ勵ニ 枳悶謂浴遏ﾘ島浴畷筑┲≒┃┆
┟┨グﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サシ

ブブ
ナ勵ニ 島浴ツ噛悧楜〉よ』ろ∃釁宋迎
ﾘ繝聘┊溷樣宋迎ﾙﾘそ』ゅ╂ほ┹ろ
ぇ宋迎ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サシ

ブプ
ナ勵ニ 島浴ツ噛悧楜〉よ』ろﾘ╄あ╊
瘰憲〒ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サシ

ブ6 ナ談于劫亳ニ 堙≒∃釁ﾘケ┩ダ巷ﾙ 現契乖＃¿ ﾄ 廩á廩á廩á廩á サジ

ブベ
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑閏蔆┎甥┅ヂ┪
ﾘ徹[にてﾙﾘ蕚悟軒甥蛎ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á サジ

ブペ
ナ于耜腰ニ ┕┫ビ┈枳悶ツ噛〉よ』ろ
ﾘ£樣帙┲┄ヂ┭グﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サジ

ブホ
ナ勵ニ 睦佼贇絃裟┎傑ﾘ耘噛∃釁鹽价
┲≒┭グ鹽ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サジ

プ画
ナ勵ニ 睦佼贇絃裟┎傑ﾘ耘噛∃釁 ┈┬
〞┆葭鬱┇パ迚┲≒┭グﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サジ

プビ
ナ年ニ 舮拓阿斧れ渓？’か[』ろ〉よ
』ろ芙┈奴┎枳悶毅ﾘゲ┫╄あ╊瘰憲
〒ﾙ

現契乖＃¿ナ現契
乖┏Ｗ竈揉液〓ニ

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サス

プピ

ナ年ニ 舮拓阿斧れ渓？’か[』ろ〉よ
』ろ枳悶毅∃釁ﾘ樣楜通┡ﾙﾘ楜緬紋
ゾﾙﾘ筒疋窃疋ﾙﾘ娵┎訓征┪鯔偏
逼ﾙﾘ單ケ｠┓ﾙﾘつゅベ─┬┅ヂ
┪ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 サス

プフ ナ勵ニ 翁陪悟勵ﾘ┛┳┞┢┳∃釁ﾙ
∃釁┋┨┪侖┊
┫

ﾄ サス

プブ
ナ勵ニ 翁陪悟勵ﾘ┛┳┞┢┳∃釁ﾙ┲
付豫ブ〞宋敍造默

現契乖鹽鋩呈乖 ﾄ サズ

ププ
ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑 ﾘ霜悧╄によ
こﾙ

現契鰊裟乖鹽á
契鰒裟乖

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サズ

プ6
ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑 ﾘ瘡訓┇き¨┅
ヂ┪∃釁鯑ﾙ

瘡訓れñ條 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サズ

プベ
ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑 §褌┈綺┭グ范
粥┎仇┙

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 サズ

鶇 P 輸 逃鶇 P 輸 逃鶇 P 輸 逃鶇 P 輸 逃

㾮 癮 直㾮 癮 直㾮 癮 直㾮 癮 直
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

プペ
ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑 ﾘ瘡訓╄によ
こﾙ

瘡訓れ瘡輟 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザケ

プホ ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑 』┻ぇほ畜計 畜計 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザケ

6画 ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑 』┻ぇほ畜計
現契ブ裟乖鹽á契
フ裟乖

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザケ

6ビ
ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑ﾘいみ┽┺よ
えろぃ┺ろﾙ

現契ブ裟乖鹽á契
フ裟乖

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザケ

6ピ
ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑ﾘケ┯┆┳├グ
┎′よ』╆みろ]ﾙ

現契ブ裟乖鹽á契
フ裟乖

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザゲ

6フ
ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑ﾘ現契乖─┃┆
維騰造默ﾙ

現契6裟乖╇ほろ
こ

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザゲ

6ブ ナ廩┎劫腰ニ 鎖批┽╀ろ╆ふへろ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザゲ

6プ ナ廩┎劫腰ニ 汲漕影瘰稚〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザゲ

66 ナ勵ニ 悌兆悟ド┳ゾ┎奴 瘰男〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザゲ

6ベ ナ┟┊┙亳ニ ┟┊┙┽╀ろ╆ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á ザコ

6ペ
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑 ﾘ傑即┇へく
ま｠‶ねin冫恒ﾙ

傑即 ﾄ 廩á廩á廩á廩á ザコ

6ホ
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑 ﾘ者妣粟呎┲星
｠グﾙ

傑即 ﾄ 廩á廩á廩á廩á ザコ

ベ画 ナ勵ニ枳悶謂浴遏ﾘ者妣┲ビゼボ鯑鯑ﾙ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザコ

ベビ
ナ勵ニ枳悶謂浴遏ﾘ轟求┹よなゃ┻ぇ┲
ビゼボ鯑鯑ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザコ

ベピ
ナ勵ニ ﾚ愉葭閏膺ﾙれﾘ鋩葭悟呎膺ﾙ
麓気Ｗダぇま｠╄よ╇

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ザゴ

ベフ
ナ勵ニ 肺Ü£敍紹～騰｀Ü仞舫乘零侃
┽╀ろ╆ヰ

現á鋩乖 ﾄ ザゴ

ベブ
ナ于耜腰ニ ┕┫ビ┈枳悶ツ噛〉よ』ろ
ﾘ丘ﾙﾘヨﾙ┎舵斎瘰憲宋迎

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ザゴ

ベプ
ナ冫怖亳ニ 愉葭＋が瞳苳ナ鴃鵁鴪鱠鴦鱸
鶯ニ╆ちよぉ╆ふけれ┽╀ろ╆┻しよ
ぇ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ザゴ

ベ6
ナ冫怖亳ニ 愉葭＋が瞳苳ナ鴃鵁鴪鱠鴦鱸
鶯ニ╆ちよぉ╆ふけれ[╁を┹ろ

[╁┋褪滋┎ケ
┫像

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ザゴ

ベベ
ナ冫怖亳ニ 萎像愉踏┲劭逗｠グﾘ巛欅
宋迎ﾙ

┉┊〞┇┢鰺現鰊
＃½┏Ｗ竈揉液
〓鯲

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ザサ

ベペ
ナ勵ニ 睦佼贇絃裟┎傑ﾘ╇ほろこ╄に
よこﾙ

現契鰊裟乖鹽á
契鰒裟乖

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ザサ
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ベホ
ナ勵ニ 睦佼贇絃裟┎傑ﾘ┽┺よ』ろ
╄によこﾙ

現契鰊裟乖鹽á
契鰒裟乖

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ザサ

ペ画
ナ勵ニ 睦佼贇絃裟┎傑ﾘ┕ブダ鯉い┻╄よ
╇鯔悟鬱╉｠ぇd度き¨えろぃ┺ろﾙ

現契鰊裟乖鹽á
契鰒裟乖

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ザサ

ペビ 萎廩愉葭[╁えろ╆ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ザザ

ペピ
ナ叶ニ 頒┈ゾ┩┡ゾ廩┎劫遏鰺廩┎劫
求頑鯲

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザザ

ペフ ナ叶ニ 翁陪悟侃像販笘影 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザザ

ペブ ナ勵ニ 勵奠轄蛋遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザザ

ペプ ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑
プ疫＃¿┎渇∃れ
╇ほろこ

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザシ

ペ6 ナ勵ニ 勵奠枳悶謂浴遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザシ

ペベ ナ勵ニ 島浴ツ噛悧楜〉よ』ろ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザシ

ペペ
ナ勵ニ 廩■輾粥皙┎ê┎臟紜れ嗾〒瘁
契

最埒噛れＷ敍噛鹽6裟乖
鰺∃釁こみ╇ふて┋┨┪
契裟┲逗計鯲

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザシ

ペホ ナ翁陪悟腰ニ 翁陪悟腰奠バ┉┢圜契遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザシ

ホ画 ナ翁陪悟腰ニ 翁陪悟腰奠絃裟枳悶┎傑
現á契乖鰺翁陪悟腰
休┎契呈┢嬰鯲┲堰
┠鰥疫＃¿┎渇∃

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザジ

ホビ ナ翁陪悟腰ニ  翁陪悟腰奴腸ツ噛 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザジ

ホピ ナ翁陪悟腰ニ  恰圭┎范ツ噛 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザジ

ホフ ナ翁陪悟腰ニ 贇公╆へろよ〉よ』ろ 現á契乖 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザジ

ホブ ナ翁陪悟腰ニ 翁陪悟腰½頒徃竹Κ齢願 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザス

ホプ ナ廩擔葭亳ニ  舵┎ю浴噛 ┟ビ┈汲漕影 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザス

ホ6 ナ繁ニ 楜林┿╊ふそつねろ[┹て ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザス

ホベ ナ繁ニ 霜属蕈⇒蕚ﾍ翁陪悟甬蕈冗
現契鰄裟乖＃¿
á契乖┞┇

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザス

ホペ ナ繁ニ ┿┹ろ┽╀ろ』ろ翁陪悟拷願
á契乖＃¿┎乖
詩

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザス

璈埰璈瓺コ旄跖こ𤭯璈コ旄睼典滽膅母ぁ䐢療1𤺋輸’跖こ癉輸瘃矞筮寤璈埰璈瓺コ旄跖こ𤭯璈コ旄睼典滽膅母ぁ䐢療1𤺋輸’跖こ癉輸瘃矞筮寤璈埰璈瓺コ旄跖こ𤭯璈コ旄睼典滽膅母ぁ䐢療1𤺋輸’跖こ癉輸瘃矞筮寤璈埰璈瓺コ旄跖こ𤭯璈コ旄睼典滽膅母ぁ䐢療1𤺋輸’跖こ癉輸瘃矞筮寤
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ホホ ナ繁ニ うよぉろ粟契ﾍ翁陪悟拷願 現á契乖 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザズ

ビ画画
ナ繁ニ 挑于迦采ﾍ∃釁棺へ′┻╆ほ拷
願瘁契‶]ぃて“ヂ┫ヂ┫‶ぃ┺”

現契乖＃½┎バ┉
┢ビ画疫＃¿┎渇∃

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザズ

ビ画ビ
ナ繁ニ 叶謔梭騰ゐﾍ翁陪悟れ妊筑》ろ
ふろ┽┾┻泣誑ゲ冢豌冗

現á契乖鹽ñ條
鰺ビ画疫＃¿鯲

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ザズ

ビ画ピ ナ鴦ニ 悌兆悟ド┳ゾ┎奴が瞳苳 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 シケ

ビ画フ
ナ彩劫亳ニ 斌漂覽迷宋敍〉よ』ろﾘ堙
┠┩┎冥┎遏ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á シケ

ビ画ブ ナ┟┊┙亳ニ グ┡衰檜遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á シケ

ビ画プ ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑
プ疫＃¿┎渇∃れ
╇ほろこ

ﾄ 廩á廩á廩á廩á シケ

ビ画6 ナ繁ニ 属鋩辺霜┿っほ╅ろえろ╆ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á シケ

ビ画ベ ナ繁ニ ズ┯┙汲漕ツ噛 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á シゲ

ビ画ペ ナ叶ニ 「苻求契冫怖頒即遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シゲ

ビ画ホ
ナ叶ニ 袷芙膺求契 翁陪悟呱壙腸┎笹浴
┈枳悶

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ
計加ピ画疫

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シゲ

ビビ画 ナ勵ニ 勵奠廩萎轄蛋遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シゲ

ビビビ ナ勵ニ  竈蝉儀悟奴腸ツ噛 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シコ

ビビピ
ナ于耜腰ニ 萎像愉踏輒支遏れ萎像愉踏
芫

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シコ

ビビフ ナ于耜腰ニ 廩号な裔緬冢瘁遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シコ

ビビブ
ナ冫怖亳ニ 冫怖亳兵世〉よ』ろナ∫盂
冫怖亳へ′┻╆ほこふ¨ニれ冫怖亳檀
徃Κδ願れ属抂劫パ┟紋溢願┎瘁契

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シコ

ビビプ ナ¿健于亳ニ パ┟Ж米付ю 現契乖 ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シゴ

ビビ6 ナ泣侃亳ニ ヂプ┩┎謂浴遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シゴ

ビビベ ナ繁ニ 冫怖┿っほ╅ろふよぉ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シゴ
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年o刈年o刈年o刈年o刈 契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫契掖〒れ∃釁付ю疫 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ビビペ ナベビ┟亳ニ ┿か┈╂ゅ┎頒即遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シゴ

ビビホ ナ繁ニ 0筑芙áツ噛 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シゴ

ビピ画 ナ♀ニ 萎像愉踏皙鴫遏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シサ

ビピビ ナ勵ニ 睦佼贇絃裟┎傑
プ疫＃¿┎渇∃れ╇
ほろこ

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シサ

ビピピ
ナ年ニ 舮拓阿斧れ渓？’か[』ろ〉よ
』ろ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シサ

ビピフ ナ♀ニ 愉葭っ┻】にろ]╆ろほ 現契呈プ裟乖＃¿ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シサ

ビピブ ナ♀ニ 愉葭决褌並竚枳悶契呈 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 シザ

ビピプ ナ叶ニ 翁陪悟侃像販笘影ΧЙ秧斎 現á契乖鹽ñ條 ﾄ シザ

ビピ6
ナ叶ニ  翁陪悟拷騰鋩孀顕裘契呈ﾍΧЙ
瀬騰

現á契乖鰺∃釁こ
み╇ふて┋┨┪契
裟┲逗計鯲

ﾄ ﾄ シザ

ビピベ ナ勵ニ 麓気契掖┹ぉう┻¨ろ┎付豫 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ シザ

ビピペ ナ勵ニ Χ讃鯑勵遡ジ睾秧斎ﾘ麓気ﾙ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ シシ

ビピホ ナ勵ニ 侃貫┅ヂ┪┹ぉう┻¨ろ┎夫臧
侃貫┅ヂ┪渇∃
孀

ﾄ シシ

ビフ画 ナ勵ニ 皺霞′たろぇ鰺齢圜ΧЙ瀬騰鯲 現契鰊鹽鰮裟乖 ﾄ シシ

ビフビ
ナ繁ニ 楜林┿╊ふそつねろ[┹てΧЙ
瀬騰

現á契乖 ﾄ ﾄ ﾄ シシ

ビフピ ナ♀ニ ╄あきろ宋迎 Ｗ敍冗れ最埒噛 ﾄ シシ

ビフフ ナズ┄┩ダ亳ニ パ┟δπ臼譎ΧЙ瀬騰 現á鋩呈乖 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 シジ

ビフブ ナ♀ニ 勞┿っ盥遭れ屆豌盥遭鰺貰綜鯲
ñ條～騰冗ﾎ拷
願ﾎ枳彦∃ﾎ契
呈ﾎ揀せ憎盂┊┉

ﾄ シジ

ビフプ
ナ♀ニ 勞┿っれ屆豌礪詑〒┘┎秧墾夫
臧鰺貰綜鯲

ñ條～騰冗ﾎ枳彦
∃ﾎ契呈┊┉

ﾄ シジ

ビフ6
ナ年ニﾘ販ｖ脚ю┈┿っほ╅ろﾙ┋┄ガ
┆契┙┫ΧЙ秧斎

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ シジ

ﾍgﾍﾜΧЙ秧斎ﾝﾍ秧墾夫臧ﾎ麓気ΧЙ瀬騰┋褪ベ┫終顔ﾍgﾍﾜΧЙ秧斎ﾝﾍ秧墾夫臧ﾎ麓気ΧЙ瀬騰┋褪ベ┫終顔ﾍgﾍﾜΧЙ秧斎ﾝﾍ秧墾夫臧ﾎ麓気ΧЙ瀬騰┋褪ベ┫終顔ﾍgﾍﾜΧЙ秧斎ﾝﾍ秧墾夫臧ﾎ麓気ΧЙ瀬騰┋褪ベ┫終顔
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年o刈年o刈年o刈年o刈 嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ビフベ ナ叶ニ 頒乖乖浴碌紬 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ シス

ビフペ ナ勵ニ 廩号┿╊ズ┫〞 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ シス

ビフホ
ナ勵ニ 麓気契掖豫鱸鴿鱸れかぅ╁
｀鰒鰒≒下ヰ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ シス

ビブ画 ナ勵ニ 翁陪悟麓気冫蛋 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ シス

ビブビ ナ勵ニ ┯ジ┳腋Ｙ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ シス

ビブピ
ナ勵ニ 翁陪悟勵終顔遏｀勵┎せろて
すろ[ヰ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ シズ

ビブフ ナ勵ニ ┯ズ┤┞∠┇┢昏 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ シズ

ビブブ
ナ翁陪悟腰ニ ┿╊め｠ぇ鰺嶌堕棺豌е
萪玻嗷廓鯲┎篝ブΧブ

翁陪悟腰瓦⇒┎
像ﾎ翁陪悟腰ハ┋
腋葵れ腋契┎像

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 シズ

ビブプ
ナ勵ニ ┯ズ┤┞麓気契掖こみ╇ふて
ﾍﾍﾍ｀現契呈逗玄揉豫ヰ
ﾍﾍﾍ｀á契呈逗玄揉豫ヰ

現á契呈 ﾄ ﾄ ﾄ シズ

ビブ6
ナ勵ニ ┯ズ┤┞麓気契掖こみ╇ふてな
ぅほ]╆ろほ呱壙紹調顔苑蛋

現á契呈 ﾄ ﾄ ﾄ シズ

ビブベ
ナ叶ニ ダ属筑á契乖頒┎≒漕╊よ╆ろ
ほ

á契乖 ﾄ ジケ

ビブペ ナ叶ニ ﾘ稗劫出竈男褌ﾙ怙嬢弑愛譎
現á鋩呈乖鹽ñ
條

ﾄ ジケ

ビブホ
ナ勵ニ ﾘ┯ズ┤┞┎悟衷ﾙ怙亶╊よ
╆ろほ

最ジ鰺ブ薄ジズ┩鯲れ
現れáれ鋩れ淀π礎
昔契呈乖

ﾄ ジケ

ビプ画 ナ勵ニ ゾ┎ヂ┋劫┎属怙亶╊よ╆ろほ 現á契乖 ﾄ ﾄ ジケ

ビプビ
ナ年ニ ┯ズ┤┞ﾘ屆豌冗ﾙ笹盂こみ[┾
╆ぇ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ジケ

ﾍiﾍﾜ╊よ╆ろほ孀ﾝﾍた]』ろﾎ≒漕ﾎ畷矚孀┎愛譎┋褪ベ┫終顔ﾍiﾍﾜ╊よ╆ろほ孀ﾝﾍた]』ろﾎ≒漕ﾎ畷矚孀┎愛譎┋褪ベ┫終顔ﾍiﾍﾜ╊よ╆ろほ孀ﾝﾍた]』ろﾎ≒漕ﾎ畷矚孀┎愛譎┋褪ベ┫終顔ﾍiﾍﾜ╊よ╆ろほ孀ﾝﾍた]』ろﾎ≒漕ﾎ畷矚孀┎愛譎┋褪ベ┫終顔

膅𦣪䐢ｸ峩旄80癮讙闍っ璈璈瓫ァデ痮𥇥ァ籗璈î矞ァ𤭖膅𦣪䐢ｸ峩旄80癮讙闍っ璈璈瓫ァデ痮𥇥ァ籗璈î矞ァ𤭖膅𦣪䐢ｸ峩旄80癮讙闍っ璈璈瓫ァデ痮𥇥ァ籗璈î矞ァ𤭖膅𦣪䐢ｸ峩旄80癮讙闍っ璈璈瓫ァデ痮𥇥ァ籗璈î矞ァ𤭖

ﾍhﾍﾜ麓気契掖豫宋虫ﾝﾍ轄蛋ﾎDーDﾎ契掖宋ナ孀┎篝ブΧブ┤静７┋褪ベ┫終顔ﾍhﾍﾜ麓気契掖豫宋虫ﾝﾍ轄蛋ﾎDーDﾎ契掖宋ナ孀┎篝ブΧブ┤静７┋褪ベ┫終顔ﾍhﾍﾜ麓気契掖豫宋虫ﾝﾍ轄蛋ﾎDーDﾎ契掖宋ナ孀┎篝ブΧブ┤静７┋褪ベ┫終顔ﾍhﾍﾜ麓気契掖豫宋虫ﾝﾍ轄蛋ﾎDーDﾎ契掖宋ナ孀┎篝ブΧブ┤静７┋褪ベ┫終顔

瀧 め 塁 痏瀧 め 塁 痏瀧 め 塁 痏瀧 め 塁 痏

旄餮輸逃k塁痏旄餮輸逃k塁痏旄餮輸逃k塁痏旄餮輸逃k塁痏
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ビプピ ナ勵ニ ┿╊ぃ┺ろ】にろ迺紹呱ｃ〒 現れáれ鋩呈宋加 ﾄ ﾄ ﾄ ジゲ

ビプフ ナ勵ニ 皺霞′たろぇ鰺齢圜ΧЙ瀬騰鯲 現契呈宋加 ﾄ ジゲ

ビプブ
ナ繁ニ ┿╊れ╆｠╄よ╇逗玄揉迺紹秧
斎 台ﾘ┿╊れ╆｠╄よ╇ﾙ┏ﾎ庁「╃]┎冩
蜴迦畷┇ベﾏ

現契呈宋加
低迺掬

ﾄ ﾄ ジゲ

ビププ
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑ﾘ[ねゅ┹へろ
【ろ迺紹秧斎ﾙ

現契鰒裟鹽á契
鰆裟乖

ﾄ ﾄ ﾄ 廩á廩á廩á廩á ジゲ

ビプ6
ナ叶ニ 袷求翁陪悟呱壙腸れ宋加ザ盍濫
綻霜秧掖ﾘ萎廩愉葭┋ジデ┫奴腸頚
掖ﾙ

宋加ザ盍濫綻霜ゼ
治痙┊宋礬鰺計加
ビピ疫鯲

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ジコ

ビプベ
ナ勵ニ 睦佼贇絃裟┎傑ﾘま╆へ┿ろ
‶はよ秧斎ﾙ

鰆鰮薄＃¿ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ジコ

ビプペ ナ勵ニ ┿╊耘騰正腴呱ｃ〒
耘騰試～揉ﾎレ守ﾎ
默遡褪Ｉ揉孀

ﾄ ﾄ ジコ

ビプホ ナ勵ニ 枳悶┋┤ビブガ植獨揉瞼計ψ祭 ツデ～騰褪Ｉ揉 ﾄ ジコ

ビ6画
ナ♀ニ ╇へろよ籥タっ｠ぇめろ╆┘┎
зタ

◇騰れ默遡れ繁褌
渇∃れ侃貫渇∃

ﾄ ﾄ ジゴ

ビ6ビ
ナ勵ニ翁陪悟勵侃霊偏凧粟覽拍付ю正腴
加れ迺紹秧斎

ビペ薄＃¿┎勵ハ瓦
⇒揉れ腋葵揉

ﾄ ﾄ ジゴ

ビ6ピ
妊筑腰奠廩瘁現契呈ﾍﾘ篳俸へ′┻╆
ほ付юﾙ

ダ契裟 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジゴ

ビ6フ
談于腰奠廛肖現契呈
ﾘ于┳├┎契呈鹽┹┻╃な耘紐┇堙≒
∃釁ﾙ

ダ契裟
鰄裟乖ゼá滋

ﾄ 廩á廩á廩á廩á ジゴ

ビ6ブ
舮拓阿斧亳奠½蔆現契呈
ﾘ┽つ╃と┲畦┭グ鯑ﾙ

ダ契裟
鰄裟乖ゼá滋

ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ジサ

ビ6プ
翁陪悟勵奠謁誑á契呈ﾍﾍ悒英况┊契
掖┎滞褌ﾍﾘ麓気契キれギれクﾙ

ダ契裟 ﾄ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジサ

ﾍkﾍﾜ契呈┇┎嘘彿┟ﾝﾍ契呈┋ジデ┫麓気契掖┎墹堂况┊嘘彿┟～¶┋褪ベ┫終顔ﾍkﾍﾜ契呈┇┎嘘彿┟ﾝﾍ契呈┋ジデ┫麓気契掖┎墹堂况┊嘘彿┟～¶┋褪ベ┫終顔ﾍkﾍﾜ契呈┇┎嘘彿┟ﾝﾍ契呈┋ジデ┫麓気契掖┎墹堂况┊嘘彿┟～¶┋褪ベ┫終顔ﾍkﾍﾜ契呈┇┎嘘彿┟ﾝﾍ契呈┋ジデ┫麓気契掖┎墹堂况┊嘘彿┟～¶┋褪ベ┫終顔

ﾍjﾍﾜ逗玄揉孀呱ｃﾝﾍ麓気契掖ﾎ麓気Ｗダ付ю┎へろ【ろ┎迺紹孀┋褪ベ┫終顔ﾍjﾍﾜ逗玄揉孀呱ｃﾝﾍ麓気契掖ﾎ麓気Ｗダ付ю┎へろ【ろ┎迺紹孀┋褪ベ┫終顔ﾍjﾍﾜ逗玄揉孀呱ｃﾝﾍ麓気契掖ﾎ麓気Ｗダ付ю┎へろ【ろ┎迺紹孀┋褪ベ┫終顔ﾍjﾍﾜ逗玄揉孀呱ｃﾝﾍ麓気契掖ﾎ麓気Ｗダ付ю┎へろ【ろ┎迺紹孀┋褪ベ┫終顔

旄餮輸逃k塁痏旄餮輸逃k塁痏旄餮輸逃k塁痏旄餮輸逃k塁痏

瀧め瀧め瀧め瀧め籗籗籗籗輸逃宙黻k塁痏輸逃宙黻k塁痏輸逃宙黻k塁痏輸逃宙黻k塁痏

椌 旄 餮椌 旄 餮椌 旄 餮椌 旄 餮

嘆 旄 餮嘆 旄 餮嘆 旄 餮嘆 旄 餮
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年o刈年o刈年o刈年o刈 嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ビ66
彩劫亳奠斌築á契呈
ﾘせ』ほ┎Ｗ竈れ呱壙付юﾙ

ダ契裟 ﾄ ﾄ 廩á廩á廩á廩á ジサ

ビ6ベ
郁萎亳奠堙引á契呈
ﾘ堙á耘騰┲腋プ┆侃貫┈┄┊ゼ┫ﾙ

ダ契裟 ﾄ 廩á廩á廩á廩á ジサ

ビ6ペ
勵奠翁陪悟鋩孀契呈ﾘ】ねろへ｠こ
く┾]』

ダ契裟れ敍窺〒 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジザ

ビ6ホ
勵奠廩袷拷騰鋩孀契呈ﾘ┢┎┅ヂ┪呱
壙苳》ろふろ╂ろまろ]ﾙ

╆ふけ付ю
乖乘植獨苳

ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジザ

ビベ画
勵奠嶷稗鋩孀契呈ﾘロ⑥ロ⑥毅鹽契┓
┎范れ麓気┲乖ズベﾎ麓気┈乖ゾ┫ﾙ

ダ契裟 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジザ

年o刈年o刈年o刈年o刈 嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ビベビ ナ勵ニ ┯ズ┤┞膺絣えろぇゃろ～騰 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ジザ

ビベピ ナ勵ニ ]ち┻ほへうろ～騰 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ジシ

ビベフ ナ勵ニ ふ┻ぇ【┽よ╄によすろよ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ジシ

ビベブ
ナ勵ニ 麓気┋┤ビブガ篆ガ浴╄によ
すろよ

～騰揉れ◇騰 ﾄ ジシ

ビベプ ナ勵ニ ま[瑕Ж米╄によすろよ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ジシ

ビベ6
ナ勵ニ 廩袷贇絃裟┎傑ﾘバジ┫┉く┾
]』 in 廩袷ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジジ

ビベベ
ナ翁陪悟腰れ鴦ニ 翁陪悟勵窺る巷┟┳
┊┇巷┎╋つ須ガ鯑

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジジ

ビベペ ナ翁陪悟腰ニ ñó＋求兵世 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジジ

ビベホ ナ翁陪悟腰ニ ハ劫ダ貫ñ争兵世 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジジ

ビペ画
ナ翁陪悟腰ニ ┹【こ‶はよれこみ╇ふ
て

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジジ

ﾍlﾍﾜ麓気┻しよぇれＷダ付юﾝﾍ麓気男褌╄によすろよ┤麓気く┾┹ﾎﾍlﾍﾜ麓気┻しよぇれＷダ付юﾝﾍ麓気男褌╄によすろよ┤麓気く┾┹ﾎﾍlﾍﾜ麓気┻しよぇれＷダ付юﾝﾍ麓気男褌╄によすろよ┤麓気く┾┹ﾎﾍlﾍﾜ麓気┻しよぇれＷダ付юﾝﾍ麓気男褌╄によすろよ┤麓気く┾┹ﾎ
 ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ擔粟付юﾎ┿╊ふ┻く正腴孀┋褪ベ┫終顔 ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ擔粟付юﾎ┿╊ふ┻く正腴孀┋褪ベ┫終顔 ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ擔粟付юﾎ┿╊ふ┻く正腴孀┋褪ベ┫終顔 ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ擔粟付юﾎ┿╊ふ┻く正腴孀┋褪ベ┫終顔

膅臬䐢ｸ峩鴇廟㌱湊璈璈瓫⊕湊瘃矞ァ籗ァ熏痓矞ァ𤭖膅臬䐢ｸ峩鴇廟㌱湊璈璈瓫⊕湊瘃矞ァ籗ァ熏痓矞ァ𤭖膅臬䐢ｸ峩鴇廟㌱湊璈璈瓫⊕湊瘃矞ァ籗ァ熏痓矞ァ𤭖膅臬䐢ｸ峩鴇廟㌱湊璈璈瓫⊕湊瘃矞ァ籗ァ熏痓矞ァ𤭖

瀧 め 塁 痏瀧 め 塁 痏瀧 め 塁 痏瀧 め 塁 痏

珽 っ 旄 餮珽 っ 旄 餮珽 っ 旄 餮珽 っ 旄 餮
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ビペビ ナ翁陪悟腰ニ 麓気Ｗダ秧暴〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジス

ビペピ ナ翁陪悟腰ニ 麓気ΧЙ秧斎 翁陪悟腰┎渇∃ ﾄ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジス

ビペフ
ナ鯉Χ腰ニ ╆へろよ戉ぇへろ膰ю┻よ
鯉Χ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジス

ビペブ
ナ鯉Χ腰ニ 鯉Χ鄂鴛耜麓気富粟えぇ
みろほ

贇絃裟腰繁〒窕ﾎ綻
乖Ｗ竈匡偲〒ﾎ鴣鴒
鱠腱英〒ﾎ現á契呈
┛ズ鰺┉┊〞┇┢鯲

ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジス

ビペプ
ナ鯉Χ腰ニ 呈囲┎兵世付ю鵜┓へ′┻
╆ほ付ю

鴣鴒鱠ﾎジ姚ﾎ乖
詩ﾎ宋加ﾎ侃貫⇒繁
┛ズ鰺┉┊〞┇┢鯲

ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジス

ビペ6 ナズ┄┩ダ亳ニ ┢┃〞ガ┊ガ膰ю ズ┄┩ダ亳繁 ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジズ

ビペベ ナ廩擔葭亳ニ ゼ〞┭求≒賞 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジズ

ビペペ ナ廩擔葭亳ニ 擔蔆稗劫ñ争兵世 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 ジズ

ビペホ ナ談于腰ニ 談于劫╆へろよ≒賞 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩á廩á廩á廩á ジズ

ビホ画 ナ談于腰ニ ┢┃┈┎〒ﾍジ｠グプ╆ふけ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩á廩á廩á廩á ジズ

ビホビ ナ募冨亳ニ 偵引芙公兵世付ю ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩á廩á廩á廩á スケ

ビホピ
ナ募冨亳ニ ﾘ膺絣┕┬ケガ男褌ﾙ廩号
絣╆へろよ求≒賞

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩á廩á廩á廩á スケ

ビホフ
ナ勵ニ 冫恒贇絃裟┎傑ﾘベガボ┳嚠
┪ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á スケ

ビホブ ナ冫怖亳ニ 麓気霞軫┲揆ゴ┫秧暴〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スケ

ビホプ ナ冫怖亳ニ パ┟┈麓気く┾┹ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スケ

ビホ6 ナ冫怖亳ニ ╆へろよ╇へろよ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スゲ

ビホベ
ナ冫怖亳ニ ⇒繁渇∃ﾍ冫怖出Ъ〒付ю
｀箔膺┎兵世付юヰ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スゲ

ビホペ ナベビ┟亳ニ ┕┬ケガ╆へろよ求≒賞 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スゲ

ビホホ
ナ閏斎劫亳ニ 閏斎劫╆へろよ╄によ
すろよ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スゲ

ピ画画
ナ勵ニ 睦佼贇絃裟┎傑ﾘジ┢ブ┭┩┳
┉駄嚠┪ﾙﾘジ┢ブ┭┩┳┉丘嚠┪ﾙ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スゲ
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ピ画ビ ナ叶ニ バ┉┢┿╊╆ふけ 最ジ鹽鋩呈乖 ﾄ ﾄ ﾄ スコ

ピ画ピ
ナ叶ニ 胃計惆徠┋┨┫叶繁羽з┎奴腸
┅ヂ┪

渇∃ ﾄ ﾄ スコ

ピ画フ ナ叶ニ バ┉┢せ』まよ[にろ 現á契乖 ﾄ スコ

ピ画ブ ナ勵ニ ┯ズ┤┞バ┉┢┿╊】にまよ[
現契鰊れ鰄れ鰮
裟乖

ﾄ ﾄ スコ

ピ画プ ナ勵ニ ◇騰┎奴～騰 ◇騰 ﾄ スコ

ピ画6 ナ♀ニ 翁陪悟勵拷願麓気悧粟胃〒 ◇騰孀 ﾄ スゴ

ピ画ベ ナ♀ニ 属筑頒求簫 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ スゴ

ピ画ペ ナ勵ニ ┯ズ┤┞麓気簫 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ スゴ

ピ画ホ ナ繁ニ ╊╂れ╊ろふ麓気宋敍簫 現á鋩呈乖 ﾄ ﾄ ﾄ スゴ

ピビ画 ナ♀ニ 属筑契乖圜契簫 á契乖れ鋩呈乖 ﾄ ﾄ ﾄ スゴ

ピビビ ナ♀ニ ╇へろよ籥タ求簫
◇騰ﾎ默遡ﾎ繁褌
渇∃ﾎ契呈┊┉

ﾄ ﾄ スサ

ピビピ
ナ鴦ニ ┯ズ┤┞麓気っ｠ぇめろ╆鰓翁
陪悟勵侃霊偏凧粟覽拍付ю正腴〉よ
』ろ

求＋┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ スサ

ピビフ
ナ♀ニ ■苻れ妊筑侃霊偏凧粟遣孵侃貫
胃窕〒

求＋ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スサ

ピビブ ナ♀ニ 廩┎劫腰侃霊偏凧粟遣孵胃窕〒 求＋┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スサ

ピビプ ナ♀ニ 廩萎侃貫侃霊偏凧粟遣孵胃窕〒 求＋ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スサ

ピビ6 ナ♀ニ ]ぇ｠こ偏凧粟れ鯉Χ┎〒 求＋ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スザ

ﾍmﾍﾜ玻支ψ祭ﾝﾍ麓気契掖ﾎ麓気Ｗダ付ю┎輒支孀┋褪ベ┫終顔ﾍmﾍﾜ玻支ψ祭ﾝﾍ麓気契掖ﾎ麓気Ｗダ付ю┎輒支孀┋褪ベ┫終顔ﾍmﾍﾜ玻支ψ祭ﾝﾍ麓気契掖ﾎ麓気Ｗダ付ю┎輒支孀┋褪ベ┫終顔ﾍmﾍﾜ玻支ψ祭ﾝﾍ麓気契掖ﾎ麓気Ｗダ付ю┎輒支孀┋褪ベ┫終顔

ﾍnﾍﾜ麓気付ю渇∃ﾝﾍ麓気渇∃ﾎ年⑦⑥┎付ю┋褪ベ┫終顔ﾍnﾍﾜ麓気付ю渇∃ﾝﾍ麓気渇∃ﾎ年⑦⑥┎付ю┋褪ベ┫終顔ﾍnﾍﾜ麓気付ю渇∃ﾝﾍ麓気渇∃ﾎ年⑦⑥┎付ю┋褪ベ┫終顔ﾍnﾍﾜ麓気付ю渇∃ﾝﾍ麓気渇∃ﾎ年⑦⑥┎付ю┋褪ベ┫終顔

姫 ヘ姫 ヘ姫 ヘ姫 ヘ 籗籗籗籗 ブ 癨 塁 痏ブ 癨 塁 痏ブ 癨 塁 痏ブ 癨 塁 痏

褊 戻 吊 黻 塁 痏褊 戻 吊 黻 塁 痏褊 戻 吊 黻 塁 痏褊 戻 吊 黻 塁 痏

坿 U ㏈ 醯 尤 檮 九坿 U ㏈ 醯 尤 檮 九坿 U ㏈ 醯 尤 檮 九坿 U ㏈ 醯 尤 檮 九
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ピビベ ナ♀ニ ┿╊っ｠ぇ廩á 求＋ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩á廩á廩á廩á スザ

ピビペ
ナ♀ニ ′]ぃ┺ゃけほれく╀ろふて┯
ズ┤┞ナ⑩F┯ズ┤┞ニ

求＋ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スザ

ピビホ
ナ♀ニ 聘俛求契 乖浴齢拷契苳 侃貫｝婦
〉よ』ろ

求＋ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スザ

ピピ画
ナ♀ニ ┏ブ┢┈蔆悟Ｗダ┹╆‶はよ
】ろて

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スシ

ピピビ ナ♀ニ 厘劫坑┲畦┫〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スシ

ピピピ ナ♀ニ こみてゃろぉ叶翰 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スシ

ピピフ ナ♀ニ ぇよ╃┎驩枳悶╆ふけ ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スシ

ピピブ
ナ♀ニ ぇよ╃┎驩枳悶╆ふけれ譬篥恒
影願舫絎┈舫絎┞┇┎蔆膺┎操な

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スジ

ピピプ
ナ♀ニ ぇよ╃┎驩枳悶╆ふけれ仇属┲
瘁┫〒

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スジ

ピピ6
ナ♀ニ ぇよ╃┎驩枳悶╆ふけれ仇属┲
瘁┫〒

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スジ

ピピベ
ナ♀ニ ぇよ╃┎驩枳悶╆ふけれかろ】
╆へろよ鯔單膩┓

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スジ

ピピペ
ナ鴦ニ 枳悶括事┲睇┟┫〒ﾍか╁ぇろ
こ啓訓ナ┢グバニ

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スス

ピピホ ナ鴦ニ 乖呎悟┎求樣引Ｗ祁〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩袷廩袷廩袷廩袷 スス

ピフ画
ナ叶ニ 「苻求契く┺ろほぉ圜契宋敍呱
壙〉よ』ろ翁陪悟呱壙腸

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á スス

ピフビ
ナ♀ニ ñ條嗾渇紐＋か╁ぇろこ鰺か╁
ぇろこε劭劫鯲

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á スス

ピフピ ナ♀ニ 属筑葭雕┎〒翁陪悟勵礎苳 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩á廩á廩á廩á スズ

ピフフ ナ♀ニ 汲嘯恒┎枳悶┲求ε┋ベ┫〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スズ

ピフブ
ナ♀ニ 汲嘯恒┎枳悶┲求ε┋ベ┫〒れ
汲嘯恒枳悶瘰憲〒

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スズ

ピフプ ナ♀ニ 求耜絣ζ┪裴ゾ誣 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 スズ
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ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

年o刈年o刈年o刈年o刈 嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ピフ6 ナ♀ニ ツ剪箝渇紐＋ﾍ愉葭腸騰 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ズケ

ピフベ ナ♀ニ 愉葭枳悶Ｗ竈腱忻胃窕〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ズケ

ピフペ ナ♀ニ 閏斎劫獰膺┤┉┤┎〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ズケ

ピフホ
ナ♀ニ 愉葭┎奴っ｠ぇめろ╆ﾍガ━ガ
ゼブ┎〒

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ズケ

ピブ画 ナ♀ニ 鍍于┲畦┭グ〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ズゲ

ピブビ
ナ♀ニ ┟┳┊嫣輕┎愉葭こみ[┾╆ぇ
侏坿鰡つよ╆ち

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ズゲ

ピブピ ナ♀ニ 霜戟腰林訓る怖┲畦┫〒 ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ 廩萎廩萎廩萎廩萎 ズゲ

年o刈年o刈年o刈年o刈 嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ピブフ ナ勵ニ 廩┎叶奴┅ヂ┪陥蕚付豫～騰
勵ハ┋～唖冗雨┏
灰騰冗┲談ベ┫紐
＋｠┎♀┎渇∃

ﾄ ズゲ

ピブブ
ナ勵ニ 苻腰┎┤ベ┩ダ獰┊ズ悧粟瓸к
蕚

ñ條ナ┉┊〞┇┢ニ ﾄ ズコ

ピブプ
ナ勵ニ ⇒桂豫泣誑ゲ冢豌盂な玄タ瓸к
蕚

泣誑ゲ冢豌盂な
┲玄タベ┫ｏ＋

ﾄ ズコ

ピブ6 ナ♀ニ ズブ┎築うよ╆
勵ハ┎訓┉┢〞
━

ﾄ ﾄ ズコ

ピブベ
ナ♀ニ ┻╁よ麓気箝渇 麓気付юк紹ケ
ツ愛

年⑦⑥れ年ラ⑥渇∃ﾎ
｠┬＃休┎渇∃

ﾄ ﾄ ﾄ ズコ

ピブペ ナ勵ニ 廩┎叶悧敍正腴～騰 現á契乖孀 ﾄ ズゴ

ピブホ ナ勵ニ ╇へろよ╃ろぃよ～騰 現契呈 ﾄ ﾄ ズゴ

膅臽䐢謚蝠奉燵璈璈瓫ァ⊕湊瘃矞ァ籗ァ熏痓矞ァ𤭖膅臽䐢謚蝠奉燵璈璈瓫ァ⊕湊瘃矞ァ籗ァ熏痓矞ァ𤭖膅臽䐢謚蝠奉燵璈璈瓫ァ⊕湊瘃矞ァ籗ァ熏痓矞ァ𤭖膅臽䐢謚蝠奉燵璈璈瓫ァ⊕湊瘃矞ァ籗ァ熏痓矞ァ𤭖

ﾍoﾍﾜк紹ψ祭ﾝﾍ麓気付ю┎к紹ψ祭┋褪ベ┫終顔ﾍoﾍﾜк紹ψ祭ﾝﾍ麓気付ю┎к紹ψ祭┋褪ベ┫終顔ﾍoﾍﾜк紹ψ祭ﾝﾍ麓気付ю┎к紹ψ祭┋褪ベ┫終顔ﾍoﾍﾜк紹ψ祭ﾝﾍ麓気付ю┎к紹ψ祭┋褪ベ┫終顔

瀧 め 塁 痏瀧 め 塁 痏瀧 め 塁 痏瀧 め 塁 痏

旄餮輸逃k塁痏旄餮輸逃k塁痏旄餮輸逃k塁痏旄餮輸逃k塁痏
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年o刈年o刈年o刈年o刈 嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿嘘彿┟┎疫坿 遣笘遣笘遣笘遣笘 枳悶枳悶枳悶枳悶 偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 パ┟パ┟パ┟パ┟ 侃貫侃貫侃貫侃貫 蹶蹶蹶蹶

ピプ画 ナ♀ニ ┟┉┪┎絃裟渇付ю┘┎к紹 現á契乖 ﾄ ズゴ

ピプビ ナ♀ニ 稗劫操な陥蕚к紹～騰
現á鋩呈ﾎ求契ﾎ
紐＋ﾎ侃像ツデ渇
∃

ﾄ ﾄ ズゴ

ピプピ ナ勵ニ 稗劫出竈渇∃┋遣ベ┫兇рψ祭 稗劫出竈渇∃ ﾄ ﾄ ズサ

ピプフ
ナ♀ニ 侃霊麓気陥蕚к紹蕚｀律奠默遡
紐＋麓気ピ乖Ｗダ濡鳶┎к紹ヰ

鴦鴣鶯ﾎñ計┎痙
☆┲母〞ベ○縮渇
∃孀

ﾄ ﾄ ﾄ ズサ

ピプブ
ナ♀ニ 〉けよ鰔┻まけよ皙鴫箝渇ツ愛
к紹

鴦鴣鶯紐＋ﾎ○縮
渇∃ﾎñ條嗾渇紐
＋

ﾄ ﾄ ﾄ ズサ

宙黻k宙黻k宙黻k宙黻k籗籗籗籗嗹典塁痏嗹典塁痏嗹典塁痏嗹典塁痏
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悌兆悟ド┳ゾ┎奴が瞳苳悌兆悟ド┳ゾ┎奴が瞳苳悌兆悟ド┳ゾ┎奴が瞳苳悌兆悟ド┳ゾ┎奴が瞳苳

頴～騰頴～騰頴～騰頴～騰ﾜﾜﾜﾜNo.3,4,5,102No.3,4,5,102No.3,4,5,102No.3,4,5,102ﾝﾝﾝﾝ

頒┈ゾ┩┡ゾ廩┎劫遏頒┈ゾ┩┡ゾ廩┎劫遏頒┈ゾ┩┡ゾ廩┎劫遏頒┈ゾ┩┡ゾ廩┎劫遏 ﾜﾜﾜﾜNo,82No,82No,82No,82ﾝﾝﾝﾝ

翁陪悟腰翁陪悟腰翁陪悟腰翁陪悟腰恰圭┎范ツ噛恰圭┎范ツ噛恰圭┎范ツ噛恰圭┎范ツ噛

ﾜﾜﾜﾜNo.92No.92No.92No.92ﾝﾝﾝﾝ

┏ブ┢┈蔆悟Ｗダ┏ブ┢┈蔆悟Ｗダ┏ブ┢┈蔆悟Ｗダ┏ブ┢┈蔆悟Ｗダ

┹╆‶はよ】ろて┹╆‶はよ】ろて┹╆‶はよ】ろて┹╆‶はよ】ろて

ﾜﾜﾜﾜNo.220No.220No.220No.220ﾝﾝﾝﾝ

島浴ツ噛悧楜〉よ』ろ島浴ツ噛悧楜〉よ』ろ島浴ツ噛悧楜〉よ』ろ島浴ツ噛悧楜〉よ』ろ 頴～騰頴～騰頴～騰頴～騰

ﾜﾜﾜﾜNo.44,45,87No.44,45,87No.44,45,87No.44,45,87ﾝﾝﾝﾝ

舮拓阿斧渓？’舮拓阿斧渓？’舮拓阿斧渓？’舮拓阿斧渓？’

か[』ろ〉よ』ろか[』ろ〉よ』ろか[』ろ〉よ』ろか[』ろ〉よ』ろ

頴～騰頴～騰頴～騰頴～騰ﾜﾜﾜﾜNo.51,52,122No.51,52,122No.51,52,122No.51,52,122ﾝﾝﾝﾝ

0筑芙áツ噛0筑芙áツ噛0筑芙áツ噛0筑芙áツ噛

ﾜﾜﾜﾜNo.119No.119No.119No.119ﾝﾝﾝﾝ

袷芙膺求契翁陪悟呱壙袷芙膺求契翁陪悟呱壙袷芙膺求契翁陪悟呱壙袷芙膺求契翁陪悟呱壙

腸腸腸腸ﾜﾜﾜﾜNo.7,8,109,156No.7,8,109,156No.7,8,109,156No.7,8,109,156ﾝﾝﾝﾝ

ベビ┟亳┿か┈╂ゅ┎頒即遏ベビ┟亳┿か┈╂ゅ┎頒即遏ベビ┟亳┿か┈╂ゅ┎頒即遏ベビ┟亳┿か┈╂ゅ┎頒即遏

ﾜﾜﾜﾜNo.118No.118No.118No.118ﾝﾝﾝﾝ

「苻求契冫怖頒即遏「苻求契冫怖頒即遏「苻求契冫怖頒即遏「苻求契冫怖頒即遏ﾜﾜﾜﾜNo.108No.108No.108No.108ﾝﾝﾝﾝ

萎像愉踏皙鴫遏萎像愉踏皙鴫遏萎像愉踏皙鴫遏萎像愉踏皙鴫遏ﾜﾜﾜﾜNo.120No.120No.120No.120ﾝﾝﾝﾝ

萎像愉踏輒支遏萎像愉踏輒支遏萎像愉踏輒支遏萎像愉踏輒支遏ﾜﾜﾜﾜNo.112No.112No.112No.112ﾝﾝﾝﾝ

汲嘯恒┎枳悶┲求ε汲嘯恒┎枳悶┲求ε汲嘯恒┎枳悶┲求ε汲嘯恒┎枳悶┲求ε

┋ベ┫〒┋ベ┫〒┋ベ┫〒┋ベ┫〒 ﾜﾜﾜﾜNo.233No.233No.233No.233ﾝﾝﾝﾝ

于耜腰┕┫ビ┈枳悶ツ噛于耜腰┕┫ビ┈枳悶ツ噛于耜腰┕┫ビ┈枳悶ツ噛于耜腰┕┫ビ┈枳悶ツ噛

〉よ』ろ〉よ』ろ〉よ』ろ〉よ』ろ 頴～騰頴～騰頴～騰頴～騰

ﾜﾜﾜﾜNo.40,41,48,74No.40,41,48,74No.40,41,48,74No.40,41,48,74ﾝﾝﾝﾝ

于耜腰廩号な裔緬冢瘁遏于耜腰廩号な裔緬冢瘁遏于耜腰廩号な裔緬冢瘁遏于耜腰廩号な裔緬冢瘁遏

ﾜﾜﾜﾜNo.113No.113No.113No.113ﾝﾝﾝﾝ

勵腸騰睇釁願勵腸騰睇釁願勵腸騰睇釁願勵腸騰睇釁願

腸騰れ腸騰ジ┢ブ┭秧斎腸騰れ腸騰ジ┢ブ┭秧斎腸騰れ腸騰ジ┢ブ┭秧斎腸騰れ腸騰ジ┢ブ┭秧斎

瓺瓺瓺瓺No.10No.10No.10No.10𤭯𤭯𤭯𤭯

睦┎佼贇絃裟┎傑睦┎佼贇絃裟┎傑睦┎佼贇絃裟┎傑睦┎佼贇絃裟┎傑 頴～騰頴～騰頴～騰頴～騰
ﾜﾜﾜﾜNo,24,49,50,78,79,80,121No,24,49,50,78,79,80,121No,24,49,50,78,79,80,121No,24,49,50,78,79,80,121ﾝﾝﾝﾝ

泣侃亳ヂプ┩┎謂浴遏泣侃亳ヂプ┩┎謂浴遏泣侃亳ヂプ┩┎謂浴遏泣侃亳ヂプ┩┎謂浴遏

ﾜﾜﾜﾜNo.116No.116No.116No.116ﾝﾝﾝﾝ

グ┡衰檜遏グ┡衰檜遏グ┡衰檜遏グ┡衰檜遏 ﾜﾜﾜﾜNo.104No.104No.104No.104ﾝﾝﾝﾝ

属鋩辺霜┿っほ╅ろえろ属鋩辺霜┿っほ╅ろえろ属鋩辺霜┿っほ╅ろえろ属鋩辺霜┿っほ╅ろえろ

╆╆╆╆ ﾜﾜﾜﾜNo,106No,106No,106No,106ﾝﾝﾝﾝ

か╁ぇろこε劭劫か╁ぇろこε劭劫か╁ぇろこε劭劫か╁ぇろこε劭劫

ﾜﾜﾜﾜNo.231No.231No.231No.231ﾝﾝﾝﾝ

竈蝉儀悟奴腸ツ噛竈蝉儀悟奴腸ツ噛竈蝉儀悟奴腸ツ噛竈蝉儀悟奴腸ツ噛

ﾜﾜﾜﾜNo,111No,111No,111No,111ﾝﾝﾝﾝ

「苻求契翁陪悟呱壙腸「苻求契翁陪悟呱壙腸「苻求契翁陪悟呱壙腸「苻求契翁陪悟呱壙腸

ﾜﾜﾜﾜNo.230No.230No.230No.230ﾝﾝﾝﾝ

冫恒贇絃裟┎傑冫恒贇絃裟┎傑冫恒贇絃裟┎傑冫恒贇絃裟┎傑 頴～騰頴～騰頴～騰頴～騰

ﾜﾜﾜﾜNo.16,17,18,19,No.16,17,18,19,No.16,17,18,19,No.16,17,18,19,

20,47,20,47,20,47,20,47,┊┉┊┉┊┉┊┉ﾝﾝﾝﾝ

彩劫亳斌漂覽迷〉よ』ろ彩劫亳斌漂覽迷〉よ』ろ彩劫亳斌漂覽迷〉よ』ろ彩劫亳斌漂覽迷〉よ』ろ

堙┠┩┎冥┎遏堙┠┩┎冥┎遏堙┠┩┎冥┎遏堙┠┩┎冥┎遏

ﾜﾜﾜﾜNo,103No,103No,103No,103ﾝﾝﾝﾝ

翁陪悟腰翁陪悟腰翁陪悟腰翁陪悟腰

á窮徃竹Κ齢願á窮徃竹Κ齢願á窮徃竹Κ齢願á窮徃竹Κ齢願ﾜﾜﾜﾜNo.94No.94No.94No.94ﾝﾝﾝﾝ

乖呎鋩引]]╄ピ乖～騰乖呎鋩引]]╄ピ乖～騰乖呎鋩引]]╄ピ乖～騰乖呎鋩引]]╄ピ乖～騰

ﾜﾜﾜﾜNo.6No.6No.6No.6ﾝﾝﾝﾝ

か╁ぇろこ啓訓か╁ぇろこ啓訓か╁ぇろこ啓訓か╁ぇろこ啓訓

ﾜﾜﾜﾜNo.228No.228No.228No.228ﾝﾝﾝﾝ

うよぉろ粟契翁陪悟拷願うよぉろ粟契翁陪悟拷願うよぉろ粟契翁陪悟拷願うよぉろ粟契翁陪悟拷願

ﾜﾜﾜﾜNo.99No.99No.99No.99ﾝﾝﾝﾝ

ぇよ╃┎驩枳悶╆ふけぇよ╃┎驩枳悶╆ふけぇよ╃┎驩枳悶╆ふけぇよ╃┎驩枳悶╆ふけ

ﾜﾜﾜﾜNo.223No.223No.223No.223ﾝﾝﾝﾝ

霜属蕈⇒蕚翁陪悟甬蕈冗霜属蕈⇒蕚翁陪悟甬蕈冗霜属蕈⇒蕚翁陪悟甬蕈冗霜属蕈⇒蕚翁陪悟甬蕈冗ﾜﾜﾜﾜNo.97No.97No.97No.97ﾝﾝﾝﾝ

┿┹ろ┽╁ろ』ろ翁陪悟┿┹ろ┽╁ろ』ろ翁陪悟┿┹ろ┽╁ろ』ろ翁陪悟┿┹ろ┽╁ろ』ろ翁陪悟

ﾜﾜﾜﾜNo.98No.98No.98No.98ﾝﾝﾝﾝ

翁陪悟腰奠贇公╆へろよ〉よ』ろ翁陪悟腰奠贇公╆へろよ〉よ』ろ翁陪悟腰奠贇公╆へろよ〉よ』ろ翁陪悟腰奠贇公╆へろよ〉よ』ろ

ﾜﾜﾜﾜNo.93No.93No.93No.93ﾝﾝﾝﾝ

翁陪悟腰奠絃裟枳悶┎傑翁陪悟腰奠絃裟枳悶┎傑翁陪悟腰奠絃裟枳悶┎傑翁陪悟腰奠絃裟枳悶┎傑

ﾜﾜﾜﾜNo.90No.90No.90No.90ﾝﾝﾝﾝ

翁陪悟腰奴腸ツ噛翁陪悟腰奴腸ツ噛翁陪悟腰奴腸ツ噛翁陪悟腰奴腸ツ噛

ﾜﾜﾜﾜNo.91No.91No.91No.91ﾝﾝﾝﾝ

翁陪悟侃像販笘影翁陪悟侃像販笘影翁陪悟侃像販笘影翁陪悟侃像販笘影

ﾜﾜﾜﾜNo.83No.83No.83No.83ﾝﾝﾝﾝ

楜林┿╊ふそつねろ[┹て楜林┿╊ふそつねろ[┹て楜林┿╊ふそつねろ[┹て楜林┿╊ふそつねろ[┹て

ﾜﾜﾜﾜNo,96No,96No,96No,96ﾝﾝﾝﾝ

翁陪悟腰奠バ┉┢圜契遏翁陪悟腰奠バ┉┢圜契遏翁陪悟腰奠バ┉┢圜契遏翁陪悟腰奠バ┉┢圜契遏

ﾜﾜﾜﾜNo,31,89No,31,89No,31,89No,31,89ﾝﾝﾝﾝ

勵奠枳悶謂浴遏勵奠枳悶謂浴遏勵奠枳悶謂浴遏勵奠枳悶謂浴遏 頴～騰頴～騰頴～騰頴～騰

ﾜﾜﾜﾜNo.1,12,13,25,No.1,12,13,25,No.1,12,13,25,No.1,12,13,25,

26,27,26,27,26,27,26,27,┊┉┊┉┊┉┊┉ﾝﾝﾝﾝ

廩■輾粥廩┎ê廩■輾粥廩┎ê廩■輾粥廩┎ê廩■輾粥廩┎ê ﾜﾜﾜﾜNo.88No.88No.88No.88ﾝﾝﾝﾝ

勵Ü仞舫乘〉よ』ろ勵Ü仞舫乘〉よ』ろ勵Ü仞舫乘〉よ』ろ勵Ü仞舫乘〉よ』ろ

ﾜﾜﾜﾜNo.73No.73No.73No.73ﾝﾝﾝﾝ

2.32.32.32.3 流04札刀昨坿娵慕瀧ヅ流04札刀昨坿娵慕瀧ヅ流04札刀昨坿娵慕瀧ヅ流04札刀昨坿娵慕瀧ヅ

祭祭埼朔腰流04札刀昨瀧ヅ昨妻阪腰端作懇会典滽㌱湊昏懇解コ旄跖こ昏懇悔ｸ峩㌱湊嗹典昏
昨寢脉燦坿噪琢削←1/5裁擦裁冴甑
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45冴阪燦流三滬采ｸ峩朔┦骨作罵傜歳枌蘢削肴作歳三腰b注削痣壚裁淋榊崎哉擦際甑祭妻
裁冴肴作歳三燦篶八裁崎札傘祭碕埼腰̂0作碕祭山栽晒┦骨作ｸ峩儁巠削肴哉崎i彩腰流04
札燦禍薩傘事執詞歳癧晒参擦際甑
祭祭埼朔腰坤G菇墾坤㏈醯尤墾坤斎札墾昨ǚ肴昨至実爾搆削腰̂0作碕祭山栽晒’篶細参

傘ヮリ燦肴作災腰輸’際傘┦骨作ｸ峩傜埼昨流04札燦i彩崎札擦裁冴甑

く跚く跚く跚く跚

く

彳跚﹇韆
螭廋

𥁊矞痠㿉G菇苗囮𥞴篖𥁊矞痠㿉G菇苗囮𥞴篖𥁊矞痠㿉G菇苗囮𥞴篖𥁊矞痠㿉G菇苗囮𥞴篖
稛籞瓖輓燼ヌ柆讙曦瓘稛籞瓖輓燼ヌ柆讙曦瓘稛籞瓖輓燼ヌ柆讙曦瓘稛籞瓖輓燼ヌ柆讙曦瓘
癉理盆癉理盆癉理盆癉理盆 瓺芨萗臖瓺芨萗臖瓺芨萗臖瓺芨萗臖ジサジサジサジサ𤭯𤭯𤭯𤭯

慼𥄢P慼𥄢P慼𥄢P慼𥄢P

E̊黻
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嘆歹ァ 豎領ァ 藁辿樅彳旄种䅈穟筁溷旄使ｸ峩种䅈穟筁旄56ァ 讙藪ァ

眺ホァ 蹄軈ァ 0ば彳旄ブPX溷旄使ァ 坿娵凋㍿𥞴篖稛籞摩ァ

滿ァ 禺瑶ァ 藁辿樅pコ塁繈嘆旄餮籗珽っ旄餮ァ 餮摩ァ

㌍胥ァ 濟烝ァ 藁辿樅pか闌讙テ摩抵鎚←𤩍㋹40褫か讙テ憖佻抵讙テ摩ァ

淀ァ 瀧I̊ァ 藁辿樅p楯滲讙テ摩誘た抵鎚←𤩍藁辿樅滲讙テ憖佻抵讙テ摩ァ

淀コァ ⑵Ⅷァ 鐚沪抵1/6淀コ霓黻ァ

烋浚ァ 把徂健ァ 藁辿樅pコG菇雄P昬ァ 旄12佻ァ

隰鑚ァ 钁曚ァ
湊P讙闍€お脉萹萗莔菥莛葙ァ 脉摩ァ

藁辿樅pｸ峩旄80磕穵窹磹秌籞𤩍ｸ峩hｸ峩祊磾篖𥞴箐籞ァ

朞鑚ァ 60ァ 藁辿樅滲コ鐚凡陬椌旄餮ァ 餮摩ァ

《ゅァ 椒瑶ァ 藁辿樅p讙テ憖佻抵ァ ブ㉙旄80ゼ摩ァ

ゅ闌ァ 肘XIIIァ 藁辿樅p讙テ憖佻抵ァ 旄餮莉棡ゼ摩ァ

不ホァ 邉瀧鐺ァ 藁辿樅pｸ峩ブ㌱f妙ゼ摩ァ

 

蘿禍典奉っ蘿禍典奉っ蘿禍典奉っ蘿禍典奉っァ0000臬臬臬臬ノノノノァァァァ

蘿禍典奉蘿禍典奉蘿禍典奉蘿禍典奉ァァァァ臤臤臤臤ァァァァ
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1.1.1.1.2222        pppp昨昨昨昨跖九跖九跖九跖九    
 

p埼朔腰鑚試似燦C擦彩崎腰逗昨ǚ肴昨流04札燦顫碕裁崎ｸ峩旄80質ｸ峩鴇

廟㌱湊燦蘿禍裁擦際甑 

 

会 筮寤昨蛬盗ァ

ｸ峩旄80鯖ｸ峩鴇廟㌱湊燦蘿禍際傘冴薩削朔腰祭妻裁冴筮寤歳便栽三鯖際

采蛬盗細参傘祭碕歳盻ギ埼際甑祭昨冴薩腰p埼朔腰祭妻裁冴筮寤燦便栽三鯖

際采擦碕薩冴鑚試似燦九暼裁崎腰p次実痔時実施埼苗←際傘碕碕雑削腰鑚試

似昨筮寤燦暼鑢ɚ削鍮赱裁崎腰p次実痔時実施埼苗←裁擦際甑 

託ぇ次実痔時実施燦斎ヅ託細哉甑 

坤嗣思試似撒栽鯖擦次実痔時実施墾 

しっっp://ててて.prごさ.てakaとama.lざ.すp/prごさざ/0」「000/ご“onごっ/ 

  

解 朝闍質讙闍昨豺賠碕㌱ぁァ

  ｸ峩旄80鯖ｸ峩鴇廟㌱湊燦蘿禍際傘冴薩削朔腰祭妻裁冴流04札燦芻哉謚蝠

際傘朝闍鯖讙闍燦豺賠腰㌱ぁ際傘祭碕歳鐚亦埼際甑祭昨冴薩腰p埼朔腰祭妻

裁冴朝闍鯖讙闍昨豺賠腰㌱ぁ削流三04札擦際甑 

 

回 ㎏抵昨蛬盗ァ

ｸ峩旄80鯖ｸ峩鴇廟㌱湊燦蘿禍際傘冴薩削朔腰祭妻裁冴流04札昨㎏抵質済

榊栽砕昨寢歳再傘祭碕歳裴ギ埼際甑祭昨冴薩腰p埼朔腰祭妻裁冴㎏抵質済榊

栽砕昨寢燦瑰済62済蛬盗裁崎哉済擦際甑 

 

 

 

1.1.1.1.3333        鑚試似里索鑚試似里索鑚試似里索鑚試似里索曚跖w靭昨苗←曚跖w靭昨苗←曚跖w靭昨苗←曚跖w靭昨苗←    
 

鑚試似削肴哉崎朔腰p次実痔時実施 

θしっっp://ててて.prごさ.てakaとama.lざ.すp/prごさざ/0」「000/ご“onごっ/χ埼苗←裁擦際甑 

鑚試似削ぇÓ裁冴彬典ɚ作流04札っ削輸際傘筮寤削肴哉崎朔腰⺿迯廸鍮歳ブ載

傘祭碕歳篶暼細参傘冴薩腰搆烝筮寤燦鍮赱裁腰p次実痔時実施埼筮寤蛬盗裁擦

際甑 

擦冴腰p昨跖九昨曚跖w靭削肴哉崎朔腰搆烝腰藁辿樅pｸ峩ɔ鎬里索p次実

痔時実施埼苗←裁擦際甑 
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2.12.12.12.1    G菇典滽っG菇典滽っG菇典滽っG菇典滽っ昨昨昨昨㎏抵昨寢昨㎏抵昨寢昨㎏抵昨寢昨㎏抵昨寢昨ィ暼ィ暼ィ暼ィ暼 

 

坤ｸ峩讙テっ削皿傘ｸ峩鴇廟昨流04昨透禍削輸際傘堙癈墾0ǘǹ阯削坤典滽

昨㎏抵昨寢昨ィ暼墾歳サ暼細参擦裁冴甑 

祭昨奉燵朔腰G菇典滽㌱湊罪昨直昨典滽㌱湊燦〛載崎腰ｸ峩昨鴇廟削肴哉崎

昨Xミ碕輸盪燦㊪薩傘冴薩腰圓坿裏朔獵P昨脉鐚kっ歳腰圓坿裏朔獵P燦G菇

㌱湊っ昨典滽昨寢碕裁崎蛬盗裁腰瀧暼昨嫻╪燦▕冴際寢淋削腰î宙昨ィ暼燦溜

砕傘祭碕歳埼済傘奉燵埼際甑 

p埼朔祭昨奉燵昨鎮勉作殺ぁ燦蘿禍裁崎哉済擦際甑 

 

 

 

2222....2222    誘畑流04蘿禍昨冴薩昨誘畑流04蘿禍昨冴薩昨誘畑流04蘿禍昨冴薩昨誘畑流04蘿禍昨冴薩昨誘暼奉燵昨棡評誘暼奉燵昨棡評誘暼奉燵昨棡評誘暼奉燵昨棡評    
 

坤ｸ峩讙テっ削皿傘ｸ峩鴇廟昨流04昨透禍削輸際傘堙癈墾0ǘǖ阯昨ǜが削

坤坿跏苗蒜嗹典里索褊戻嗹典っ昨誘畑流04燦蘿禍際傘冴薩昨誘暼奉燵昨棡評墾

歳サ暼細参擦裁冴甑 

祭昨奉燵朔腰⊕譏鯖ŰŕŢ腰吊黻作鷺腰坿娵昨彌┦作端典輪廂歳輸撒三燦雑

阪腰超再傘跖こ鯖朝闍作鷺昨ユ═燦㌱ぁ裁腰坿娵削馮菜裁冴流04燦蘿禍際傘皿

妻透際雑昨埼際甑 

p埼朔祭昨奉燵昨鎮勉作殺ぁ燦蘿禍裁崎哉済擦際甑 

 

 

 

2.32.32.32.3    林ⅺィ暼腰ɔ埴作鷺昨bドの旅林ⅺィ暼腰ɔ埴作鷺昨bドの旅林ⅺィ暼腰ɔ埴作鷺昨bドの旅林ⅺィ暼腰ɔ埴作鷺昨bドの旅    

    
琢ぇ堙癈削皿傘典滽昨㎏抵昨寢昨ィ暼奉燵腰誘畑流04昨冴薩昨誘暼奉燵燦㌱

ぁ裁皿妻碕際傘寢淋燦朔載薩腰G汲典質吊黻質NPO っ彌┦作端典戻昨誘畑削肴哉

崎bド燦際傘冴薩昨ｸ峩h脉っ昨の旅θ0ばχ碕裁崎腰0ばｸ峩歯実詞試実斯

紫寺士児伺旨θ済珊済ｸ峩昬χ歳こ18細参崎哉擦際甑                       

懇儁哉淋撒在菱昏0ばｸ峩歯実詞試実斯紫寺士児伺旨(済珊済ｸ峩昬)          
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輸逃瘃矞奉燵っ輸逃瘃矞奉燵っ輸逃瘃矞奉燵っ輸逃瘃矞奉燵っァァァァ𦣪𦣪𦣪𦣪ァァァァ



ｗ桜傘細碕燦粽裁腰G晒i彩腰⊕湊埼済傘朝ｘ燦薩菜裁崎

漉漉ŕŞがŕǘǚ削蚣Ó裁冴林流04札瀧ヅ削肴哉崎腰ゆ裁哉不杞燦問跳裁擦際甑

流04䀹ん陵ァ芨萗臖流04䀹ん陵ァ芨萗臖流04䀹ん陵ァ芨萗臖流04䀹ん陵ァ芨萗臖

桕̂0𤺋G菇𤺋
癁癉デ痮䀹𤩍㾮
癮フ痠睼ｸ峩癮
彳勉痠砅曚糂瘃
矞流04䀹

桕ｸ峩癉瘨畱瘳
îゖ砅熏痓𤩍i
疌砅㊪𥇍瘳畱痀
流04䀹

桕ｸ峩癮瘓𥇍癉
G瞢⊕湊瘃矞流
04䀹

桕ｸ峩癮瘓𥇍癮
⊕湊砅坿娵癉熏
痓𤩍朝璙砅瘨𤺋
痓矞流04䀹

桕讙曦っ𤹪シ
軛籗檮や籗ョ]睛
七っ砅⊕畽痂瑟

桕跖こっ𤹪騁
不籗シ軛籗檮やっ
砅⊕畽痂瑟

桕̂0𤺋坿娵癮
ｸ峩癉コ瘳メ矟
瘳典糂瘃矞痂瑟

桕G菇癮朸𤺋癁
𤹪瓖杣祢瓘砅締畽
流04䀹

桕坿U㏈醯尤搨
溺っ癉輸瘃矞旄
80

桕鴈跚𤩍尤ú鋻
賽𤩍淀敕本𤩍h
礐窬䈎祧籞っ癉
輸瘃矞旄80

桕坿娵癮湊鶇
P𤩍G菇典滽っ
癉輸瘃矞旄80

桕芦滿籗⑼𤩍靱ョ
っ癉輸瘃矞旄80

桕坿娵癮痟䀹癉
輸瘃矞旄80

桕ユ═癮冨母ぁ
睼hユ═っ癉輸
瘃矞旄80

頴嘘彿┟┋′ブ〞玻嗷┋┄ガ┆頴嘘彿┟┋′ブ〞玻嗷┋┄ガ┆頴嘘彿┟┋′ブ〞玻嗷┋┄ガ┆頴嘘彿┟┋′ブ〞玻嗷┋┄ガ┆

←1/5䇳籞祲

瘡ブ┠れ吭┫瘡ブ┠れ吭┫瘡ブ┠れ吭┫瘡ブ┠れ吭┫ 默юベ┫れ彩ド┫默юベ┫れ彩ド┫默юベ┫れ彩ド┫默юベ┫れ彩ド┫

秧挌秧挌秧挌秧挌 瘁契瘁契瘁契瘁契 ∃釁∃釁∃釁∃釁 潔桧潔桧潔桧潔桧

偏凧粟偏凧粟偏凧粟偏凧粟 枳悶枳悶枳悶枳悶

林流04䀹皕漣艹ɚ林流04䀹皕漣艹ɚ林流04䀹皕漣艹ɚ林流04䀹皕漣艹ɚ

癉珽𥆩瘥瘳畱疷𥆩瘃璒癉珽𥆩瘥瘳畱疷𥆩瘃璒癉珽𥆩瘥瘳畱疷𥆩瘃璒癉珽𥆩瘥瘳畱疷𥆩瘃璒

瓫デ痮𥇥籗î矞𤭖瓫デ痮𥇥籗î矞𤭖瓫デ痮𥇥籗î矞𤭖瓫デ痮𥇥籗î矞𤭖

瓫⊕湊瘃矞籗熏痓矞𤭖瓫⊕湊瘃矞籗熏痓矞𤭖瓫⊕湊瘃矞籗熏痓矞𤭖瓫⊕湊瘃矞籗熏痓矞𤭖

癮林漣艹砅←1/5痮癮林漣艹砅←1/5痮癮林漣艹砅←1/5痮癮林漣艹砅←1/5痮

𥆩痮瘓璒𥆩痮瘓璒𥆩痮瘓璒𥆩痮瘓璒

端典ɚ𤺋旄80籗⊕端典ɚ𤺋旄80籗⊕端典ɚ𤺋旄80籗⊕端典ɚ𤺋旄80籗⊕
湊癮痂瑟皕┦璙𤹪湊癮痂瑟皕┦璙𤹪湊癮痂瑟皕┦璙𤹪湊癮痂瑟皕┦璙𤹪
瘃璒𥫣箼禕箐筁疰癁瘃璒𥫣箼禕箐筁疰癁瘃璒𥫣箼禕箐筁疰癁瘃璒𥫣箼禕箐筁疰癁
癮瞟畽𤺋痂瑟𤹪⊕癮瞟畽𤺋痂瑟𤹪⊕癮瞟畽𤺋痂瑟𤹪⊕癮瞟畽𤺋痂瑟𤹪⊕
矬矟矞㽷瓖）57瓘矬矟矞㽷瓖）57瓘矬矟矞㽷瓖）57瓘矬矟矞㽷瓖）57瓘
瓖コ旄瓘瓖典滽瓘瓖杣瓖コ旄瓘瓖典滽瓘瓖杣瓖コ旄瓘瓖典滽瓘瓖杣瓖コ旄瓘瓖典滽瓘瓖杣
祢瓘𤹪←1/5痮𥆩痮瘓璒祢瓘𤹪←1/5痮𥆩痮瘓璒祢瓘𤹪←1/5痮𥆩痮瘓璒祢瓘𤹪←1/5痮𥆩痮瘓璒

ｸ峩旄80癮㌱ぁｸ峩旄80癮㌱ぁｸ峩旄80癮㌱ぁｸ峩旄80癮㌱ぁ
ユ═癉皕𤩍┦璙𤺋ユ═癉皕𤩍┦璙𤺋ユ═癉皕𤩍┦璙𤺋ユ═癉皕𤩍┦璙𤺋
便褫疰畒瞤𥆩瘃璒便褫疰畒瞤𥆩瘃璒便褫疰畒瞤𥆩瘃璒便褫疰畒瞤𥆩瘃璒
㏈醯尤睼礐窬䈎㏈醯尤睼礐窬䈎㏈醯尤睼礐窬䈎㏈醯尤睼礐窬䈎
祧籞癉輸瘃矞痝㿉祧籞癉輸瘃矞痝㿉祧籞癉輸瘃矞痝㿉祧籞癉輸瘃矞痝㿉
皕瓖㏈醯尤瓘𤩍G菇皕瓖㏈醯尤瓘𤩍G菇皕瓖㏈醯尤瓘𤩍G菇皕瓖㏈醯尤瓘𤩍G菇
睼靱癉輸瘃矞痝㿉睼靱癉輸瘃矞痝㿉睼靱癉輸瘃矞痝㿉睼靱癉輸瘃矞痝㿉
皕瓖G菇瓘𤩍痟䀹睼皕瓖G菇瓘𤩍痟䀹睼皕瓖G菇瓘𤩍痟䀹睼皕瓖G菇瓘𤩍痟䀹睼
ユ═癉輸瘃矞痝㿉ユ═癉輸瘃矞痝㿉ユ═癉輸瘃矞痝㿉ユ═癉輸瘃矞痝㿉
皕瓖痟䀹瓘𤹪←1/5痮皕瓖痟䀹瓘𤹪←1/5痮皕瓖痟䀹瓘𤹪←1/5痮皕瓖痟䀹瓘𤹪←1/5痮
𥆩痮瘓璒𥆩痮瘓璒𥆩痮瘓璒𥆩痮瘓璒

パ┟パ┟パ┟パ┟

せせせせ鑚鎬削蚣Ó裁崎哉傘筮寤朔烋耨ǘŞ烝燵昨雑昨埼際歳腰採あ裁Ů札昨迯珵埼腰流04札鑚鎬削蚣Ó裁崎哉傘筮寤朔烋耨ǘŞ烝燵昨雑昨埼際歳腰採あ裁Ů札昨迯珵埼腰流04札鑚鎬削蚣Ó裁崎哉傘筮寤朔烋耨ǘŞ烝燵昨雑昨埼際歳腰採あ裁Ů札昨迯珵埼腰流04札鑚鎬削蚣Ó裁崎哉傘筮寤朔烋耨ǘŞ烝燵昨雑昨埼際歳腰採あ裁Ů札昨迯珵埼腰流04札
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

派遣実績・その他

Ｎｏ．４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

派遣実績・その他

(県) 県立自然博物館　「ドングリころころ工作教室」

ドングリをはじめ植物の種子や葉を利用し工作を行い、植物の様々な活用法、利用法について
学びます。

どなたでも 材料費等200円程度

指定された期日 10月29日

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

年間１回実施、８名参加（Ｈ２７年）

(紀の川市) 耐寒登山　「御茶屋御殿山へ登ろう」

紀州徳川家にまつわる遊歩道の自然の魅力を体験していただくイベント、体力づくりも兼ねます。

一般市民（小学3年生以下は保護者同伴） 無料

申込先
問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

指定された期間 1月最終の日曜日

丸栖コミュニティセンター　0736-64-7270

年間1回実施、　平成26年度は150名、　平成27年度は200名が参加。

(県) 根来山げんきの森　「プレーパーク」

根来山げんきの森の中で自由に遊びます。木登り、ロープ渡り、竹とんぼづくりなど、ボランティ
アのプレーリーダーがお世話します。

どなたでも 有料（入園料・保険料等）

事前申し込み不要（当日受付） 春夏秋冬（指定された期日）

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230
岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/index.html

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230
岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/index.html

プログラムを随時実施

(県) 根来山げんきの森　「ネイチャーゲーム」

根来山げんきの森の豊かな自然の中で、様々なゲームを行います。

どなたでも

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

有料（入園料・保険料等）

プログラムを随時実施

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

紀北 

紀北 

紀北 

紀北 

平成２８年度版 「エコナビわかやま」の情報更新 

 下記に掲載している情報は平成２８年度のものです。昨年度から、変更・修正のあった箇
所は赤色で表示しています。（Ｎｏ．が赤色の取組は変更修正があります） 
 また、お申し込みの時点で、取組が中止あるいは内容が変更されている場合があります。
ご活用になる場合は、直接主催団体にお問い合わせ下さい。 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

随時

プログラムを随時実施

どなたでも 有料（入園料・材料費・保険料等）

根来山げんきの倶楽部で、竹細工や木工クラフト体験を行います。

春（指定された期日）

紀美野町　産業課　073-489-2430　　有田川町　商工観光課　0737-52-2111

毎年１回実施、平成２５年度中止、平成２６年度約６００名参加

毎年３月に生石高原の山焼きを実施しています。毎年多くの見学客が訪れ、和歌山県の春の風
物詩となっています。

学校、公共団体、教育・研究に関わる団体など プログラム内容により有料

事前の相談・申し込みが必要。団体によってはお断りすることがありますのでご相談下さい。
北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　古座川町平井559

年実施回数などはＨＰを参照して下さい。

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/practice/practice.html

申込先
問い合わせ先

(紀美野町・有田川町) 生石高原ススキ再生事業「山焼き」

平成26年度：2回・45名　平成27年度：2回・26名、古座川町・串本町内については大学バスで送迎（要相談）

どなたでも 無料

申込先
問い合わせ先

申し込み不要

500円（保険料・昼食・材料費含む）小学４－６年生　各回定員２０名

申込先
問い合わせ先

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230

岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/index.html

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

(県) 根来山げんきの森　「竹細工・木工クラフト体験」

(国) 北大和歌山研究林公開講座「森のたんけん隊～古座川編」　

申込先
問い合わせ先 http://www.town.aridagawa.lg.jp/

http://www.town.kimino.wakayama.jp/

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html

北海道大学和歌山研究林では、２００４年から小学校高学年を対象に自然体験プログラムを実
施しています。年によって内容が異なりますが、森や川に入り、森林軌道（乗用モノレール）の乗
車体験や、樹木・生き物の名前を覚えたり、木工作などを体験します。

北海道大学和歌山研究林では動植物の観察や調査研究法、森林体験、林業体験、山村の暮ら
し体験などのプログラムをサポートしています。また、国の有形登録文化財である研究林建物や
標本室の見学もできます。毎年、小中高校の体験学習のほか、NPOなどの教育活動を受け入れ
ています。宿泊を伴うプログラムも実施可能です（平日限定）。体験プログラム例については和歌
山研究林のホームページを参照下さい。実施時期や内容については事前の相談が必須です。

随時

指定した期日 指定した期日（夏休み期間中：2回）

事前申込が必要。北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　古座川町平井559

(国) 北大和歌山研究林「林業体験・動植物の観察・山村の暮らし体験」

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

紀北 

紀中 

体験 自然 親しむ・知る 紀南 

体験 自然 親しむ・知る 紀南 宿泊 温暖化 

紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期
申込先

問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(国) 北大和歌山研究林公開講座「親子木工教室」

北海道大学和歌山研究林では、夏休み期間に親子木工教室を開催します。スギやヒノキの間伐
材を使用し、フォトフレーム等を製作します（製作品については、変更の可能性もあります）。ま
た、帯鋸やカンナ盤等、製材機械のデモを行い、丸太が板や角材になるまでの行程を見学して
頂きます。

小学３年生－中学３年生　親子１０組 1,000円（保険料・材料費含む）

指定した期日 指定した期日（8月上旬の日曜日）

申込先
問い合わせ先

事前申込が必要。北海道大学・和歌山研究林　0735-77-0321　古座川町平井559
詳細については、ホームページをご覧下さい。

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html

平成27年度：1回・19名

(白浜町) きのくに県民カレッジ連携講座　ふるさとの山を歩こう

無料

指定された期日 秋冬（指定された期日）

白浜町中央公民館　0739-42-2269　西牟婁郡白浜町1130-9

指定された期日 夏（指定された期日）

林業試験場の施設開放事業として、小学生を対象に森林や樹木への関心を高めてもらうため木
の葉の標本づくりなどの講座を開催する。

小学３年生～６年生

年１回実施（約８０名参加）

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070109/gaiyou/006/index.html

申込先
問い合わせ先

世界遺産登録された熊野古道を歩きながら、地域の歴史を学びます。

小学生以上どなたでも（小学生は保護者同伴）
完歩する自信のある方

無料

和歌山県林業試験場　0739-47-2468　西牟婁郡上富田町生馬1504-1

年間１回実施、２１名参加（Ｈ２６年）

(県) 県立自然博物館　「干潟」と「磯」の生物観察会

干潟や磯で多様な生物を観察採集し、生物の豊富さと生息環境や漁業について学びます。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

年間４回実施、１００名参加（Ｈ２７年２回実施合計（２回雨天で中止））

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
申込先

問い合わせ先

(県) 森林・林業おもしろ講座

講義 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 講義 

親しむ・知る 体験 自然 

紀南 

紀南 

紀北 

体験 

体験 自然 親しむ・知る 紀南 温暖化 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先 http://shirasaki.pya.jp

間１回実施、３２名参加（H２６年度）、３５名参加（Ｈ２７年度）

http://www.kihokuseisyounen.com/
申込先

問い合わせ先

(県) 県立自然博物館　「ちりめんモンスターｉｎ和歌山」

普段食卓にのぼる「ちりめんじゃこ」から海の生物の多様性と生物の成長過程、漁業について学
びます。

どなたでも 材料費等１００円程度

指定された期日 秋（指定された期日）

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
年間１回実施、２５名参加（Ｈ２７年）

(県)紀北青少年の家　「七夕キャンプ」〔カヌー体験〕

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

七夕について学び仲間作りをすると共に、カヌー体験を通してチャレンジ精神を養う。

小学生4年生～中学３年生（１４０ｃｍ以上） １泊２日　１１０００円

募集締め切りH２８年６月１７日（金） H28年7月2日（土）～3日（日）

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回実施、９名参加（Ｈ２６年度）・９名参加（Ｈ２７年度）

(Ｎ) Blue Ocean for Children (BOC)　「チリメンモンスターをさがせ」

チリメンジャコの中に混じっているチリメンモンスター（シラス以外の生き物）を探して、たくさんの
生き物がいる事を発見することにより、海の生き物の大切さについて学びます。

小学生 有料（材料費等）

随時 通年

特定非営利活動法人　　Blue Ocean for Children (BOC)　　　073-460-1001

小学校への出前授業も可（講師の交通費別途必要）
小学校2回イベント1回70名（26年度）、イベント1回１００名（27年度）

(県) 白崎青少年の家　感動体験！　「ファミリーフィッシング」

http://npo-boc.org/outline.html
申込先

問い合わせ先 和歌山市毛見1173

仕掛けつくり、アジイワシ釣り、干ものづくりなどを行います。

家族 有料（材料費等）

指定された期日 秋（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 講義 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 

紀北 

紀北 

紀北 

紀中 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

指定された期日

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/032500/index.html

どなたでも

春夏秋冬（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

有料（材料費等）

http://shirasaki.pya.jp

(県) 白崎青少年の家　「太古探検」「古代探検」「自然学校」

戸津井鍾乳洞、白崎カルスト探索、塩づくり、火おこし体験、古代クラフト土器づくり、白崎万葉ク
ルーズ、アジイワシ釣り、恵方巻き作り、ローソクアートなどを行います。

「太古探検」年間１回実施、３１名参加（H２６年度）、２３名参加（H２７年度）
「古代探検隊」年間１回実施、４０名参加（H２６年度）、３１名参加（Ｈ２７年度）
「白崎自然学校」年間１回実施、１０名参加（H２６年度）、１７名参加（Ｈ２７年度）

(県) 海中観察会　〔スノーケリング〕

スノーケリングで串本沿岸海域のサンゴ群集の観察を行い、生態系を理解します。

(県) 白崎青少年の家　「感動体験！シュノーケリング」

白崎の青い海でシュノーケリング体験を行います。

どなたでも 有料

指定された期日

小学生以上（小学生は保護者同伴） 無料

指定された期日 夏（指定された期日）

県庁自然環境室　073-441-2779

年間１回（２日間）実施、平成２６年度３８名参加、平成２７年度中止

申込先
問い合わせ先

夏（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

http://shirasaki.pya.jp
年間１回実施、１４名参加（H２７年度）

(県) 白崎青少年の家　「感動体験！スキューバダイビング」

白崎の青い海でスキューバダイビング体験を行います。

どなたでも 有料

指定された期日 夏（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

http://shirasaki.pya.jp
年間１回実施、８名参加（H２７年度）

(県) 白崎青少年の家　「シーカヤック体験in白崎」

白崎の青い海でシーカヤック体験を行います。

どなたでも 有料

指定された期日 夏（指定された期日）

申込先
問い合わせ先

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

http://shirasaki.pya.jp
年間１回実施、４９名参加（H２７年度）

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 紀中 

紀南 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 紀中 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 紀中 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 紀中 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

県庁自然環境室　073-441-2779

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/032500/index.html
年間２回実施、平成２５年度５７名参加、平成２６年度３２名参加

無料

指定された期日 通年（指定された期日）

11月3日

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

申込先
問い合わせ先

指定された期日

(県) 県立自然博物館　講演会「ダニのはなし」

土の中のダニをはじめ、様々な生きものの生態についてわかりやすく講演します。

無料

(白浜町) 水辺環境教室

水辺の様々な生き物の観察会。ふるさとの自然に興味や関心を持ってもらうことを目的に毎年開
催しています。

小学4年から6年生（町内の小学生を優先します） 無料

(県) 自然公園自然観察会

自然公園の自然環境について理解を深めていただくため、イベントを開催します。

小学生以上（小学生は保護者同伴）

(県) 潮岬青少年の家　「魚釣り三昧」
本州最南端の海を体感するとともに、自然の中で遊ぶ楽しさと、安全に遊ぶための技術を身につ
けます。

小学４年生～中学３年生 ２泊３日　未定

指定された期日 指定された期日

白浜町立児童館　0739-45-2117  西牟婁郡白浜町十九渕237

年間1回実施　平成26年度実績　参加人数22名

(県) 県立自然博物館　「野鳥観察会シリーズ」

和歌山県に飛来する鳥類を観察し、その生息環境と種の多様性、年変動について学びます。

指定された期日 Ｈ２８年９月１７日～１９日

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

28年度からの取り組み

申込先
問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

年間５回実施、５８名参加（Ｈ２７年４回実施）

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

年間１回実施、６４名参加（Ｈ２７年、別タイトル）

どなたでも

申込先
問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

体験 自然 親しむ・知る 

講義 自然 親しむ・知る 

宿泊 体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 紀南 

紀南 

紀北 

紀北 

体験 自然 親しむ・知る 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
年間１回実施、１３名参加（Ｈ２７年１回実施）

H28年6月11日（土）～12日(日）

(和歌山市) こども科学館　「親子生き物博士教室」

年間１回実施、２３名参加（Ｈ２６年度）・２２名参加（Ｈ２７年度）

(県) 紀北青少年の家　「ホタルのキャンプ」
参加者全員でホタルについて学びながら探索・観察をする。また、野外活動を通じて親睦を深め
ていく。

小学４年生～中学３年生 １泊２日　４０００円

募集締め切りH２８年５月２７日（金）

(県) 自然博物館　「昆虫標本を作ってみよう」

昆虫を採集し、標本の作成方法を学ぶ。

どなたでも

6月12日

クモの採集と観察を通じて、自然環境を学びます。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏（指定された期日）

無料

指定された期日 5月29日

(県) 自然博物館　「身近な昆虫をさがそう」

家や学校のまわりなど身近に生息する昆虫について観察方法や採集方法を学びます。

どなたでも 無料

指定された期日

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
年間２回実施、４０名参加（Ｈ２７年）

(県) 自然博物館　「蜘蛛に学ぶ自然環境」

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3申込先
問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kodomo/
申込先

問い合わせ先

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
年間１回実施、２９名参加（Ｈ２７年２回実施）

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

基本的に年間１２回実施予定　平成２６年度は１０回実施して参加人数合計４１３人

和歌山市内の様々な自然の豊かな所（海岸、山、川、干潟、田園、公園など）に行き、親子で自
然観察や、生物分布調査、生物標本作りなどの自然学習を行います。和歌山市の自然、生物、
生態系の働きについての知識を身につけ、理解を高めるとともに、自然に対する感受性を養うこ
とをおもな目的とします。

こども同伴の家族 無料

指定された期日 指定された期日

和歌山市立こども科学館　073-432-0002　 和歌山市寄合町19番地

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 紀北 

紀北 

体験 自然 親しむ・知る 紀北 

体験 自然 親しむ・知る 紀北 

体験 自然 親しむ・知る 紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．３２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．３３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．３４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．３５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．３６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(紀の川市) 江川中のホタル

澄み渡った重谷川のせせらぎでヘイケボタルとゲンジボタルを観賞することができます。

どなたでも 無料

申し込み不要 ６月上旬～中旬

紀の川市商工観光課　0736-77-2511　　（9:00～17:00）

６月上旬～中旬　辺りが暗くなると重谷川沿いで随時ホタルを観賞することができます。
また、必要に応じ保護活動等の取材の対応を行います。

(紀の川市) 細野渓流キャンプ場　ホタル祭り

ホタル観賞（16：00～） 出店・親子餅つき・ぜんざいなどが出されます。

どなたでも 無料

申込み不要 6月中旬

細野渓流キャンプ場管理組合(10:00～17:00)　0736-67-0070

６月中旬～下旬　辺りが暗くなるとキャンプ場沿いに流れる真国川で随時ホタルを観賞すること
ができます。

(紀の川市) きしべの里　ホタル観賞

ホタルの観賞及び観賞期間中、ホタルの館を開館し、ホタル関連資料を展示しています。

どなたでも 無料

申込み不要 ６月上旬～中旬

紀の川市商工観光課（9:00～17:00）　0736-77-2511

ゲンジボタルを人工飼育するため、年中とおして餌（カワニナ）やりや飼育環境の整備等の幼虫
の世話をしてます。また、必要に応じ育て方の説明及び取材の対応等を行います。

(紀の川市) 蛍の里薄木神社　夜宮祭

ホタル観賞   （18：00～）出店などがあります。

どなたでも 無料

申込み不要 6月中旬

紀の川市商工観光課（9:00～17:00）　0736-77-2511

６月上旬～中旬　辺りが暗くなると野田原川沿いで随時ホタルを観賞することができます。

(紀の川市) 鞆渕のホタル

鞆渕は自然溢れる地域で、自然の中を飛び回る無数のホタルを見ることが出来ます。

どなたでも 無料

申込み不要 6月中旬～下旬

紀の川市商工観光課（9:00～17:00）  0736-77-2511

例年では6月第1～3週の金土日にボランティアでお店を出している。鞆渕小中学校・鞆渕出張所
を駐車場として利用可。

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

紀北 

紀北 

紀北 

紀北 

紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．３７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．３８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．３９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) 自然博物館　「ウミガメの産卵みれるかな」

みなべ町の海岸で産卵するアカウミガメを観察する。

１８歳以上 無料

指定された期日

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
年間１回実施、Ｈ２８より新規

指定された期日

岩出市根来2277

申込先
問い合わせ先 http://genkinomori.jp/

(紀の川市) 東貴志ホタル祭

ホタル鑑賞と「ホタルの一生」についての学習会など

一般市民 無料

指定された期間 6月上旬頃の土曜日

東貴志コミュニティセンター　0736-64-3877

年間1回実施　平成26年度は70人、平成27年度は70人が参加。

(県) 根来山げんきの森倶楽部　こども自然観察会「植物」「野鳥」「キノコ」「夜の
生き物」「変形菌」

根来山げんきの森で、様々な自然体験を行います。

どなたでも 有料（入園料・保険料等）

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230

各プログラムを随時実施

(田辺市) ふるさと自然公園センター　「春」「初夏」「夏」「秋」「海辺」の生き物観
察教室

ひき岩群周辺では動植物の観察を行います。また、天神崎及び元島では磯の生き物を観察行い
ます。

どなたでも 無料

7月1日

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

春夏秋（指定された期日）

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

年間各１回実施１０９名参加（Ｈ２６年度）、３９名参加（H２５年度）

(田辺市) ふるさと自然公園センター　採集・観察会「カビ」「植物」「昆虫」「鳴く
虫」「プランクトン」「カスミサンショウウオの観察」「野鳥の観察」

http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html
申込先

問い合わせ先

ひき岩群周辺で、動植物の観察を行います。

どなたでも 無料

指定された期日 春夏秋（指定された期日）

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

年間各１回実施１３９名参加（Ｈ２６年度）、１３８名参加（H２５年度）

申込先
問い合わせ先 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 紀北 

紀北 

紀南 

紀南 

体験 自然 親しむ・知る 紀中 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．４２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
年間１回実施、Ｈ２８より新規

(県) 自然博物館　「植物標本を作ってみよう」

申込先
問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

申込先
問い合わせ先 http://www.w-botanicalgarden.jp/

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

年間１回実施。Ｈ27年度はキノコの発生が無く中止（Ｈ26年度は45名参加、Ｈ25年度は8名参加）

http://www.w-botanicalgarden.jp/
申込先

問い合わせ先

指定された期日

植物を採集し、標本の作成方法を学ぶ。

どなたでも 無料

指定された期日 7月23日

春夏秋冬（指定された期日）

(県) 植物公園緑花センター　体験教室「身近な薬草教室」「ボタニカルアート教
室」

植物公園緑花センターで植物についての様々な体験・学習を行います。

(県) 自然博物館　「熊野古道の植物観察」

里山など身近に生息する植物について平安時代から親しまれた植物や最近入り込んだ外来種
について学びます。

どなたでも 無料

指定された期日 11月5日

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

年間１回実施、１２名参加（Ｈ２７年）

Ｈ27年度参加者（薬草教室：26名、植物画の描き方:48名、木登り：開催せず、山の幸染め：開催
ぜず）
Ｈ26年度参加者（薬草教室：47名、植物画の描き方:27名、木登り：49名、山の幸染め：30名）

どなたでも 有料（参加費等）

(県) 植物公園緑花センター　「キノコ観察会」

植物公園緑花センターに生息するキノコ類の観察を行います。

どなたでも 有料（参加費：300円）

2016/07/01～9/18 2016/9/18　13:30～15:30

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

紀北 

紀北 

紀北 

体験 自然 親しむ・知る 紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．４６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．４９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

http://www.shimizu-onsen.ne.jp/
申込先

問い合わせ先

(有田川町) 稲作体験「あらぎ島」

有田川町のシンボル『あらぎ島』で、田植え、稲刈り等を行い、米作りの体験を行います。

小学生以上 各回　1000円

指定された期日 5月、9月（指定された期日）

有田川町ふるさと開発公社　0737-25-0221

年間　各１回実施　　180名参加（Ｈ27年度）　　ＪＡありだと共催

(県) 白崎青少年の家　古里の味づくり「梅ジャム」「金山寺味噌」

郷土に育まれた自然の産物を味わいます。

どなたでも 有料（材料費等）

指定された期日 夏（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

年間各１回実施、「梅ジャム」１０名参加（H２６年度）、２０名参加（H２７年度）、「金山寺味噌」８名参加（H２６年度）、H２７年度台風の為中止

(田辺市) ふるさと自然公園センター　「七草粥をつくろう」

申込先
問い合わせ先 http://shirasaki.pya.jp

ひき岩群周辺で、七草を摘んで七草がゆを作って食べます。

どなたでも 無料

指定された期日 毎年１月７日

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

年間１回実施、３７名参加（H２６年度）、５５名参加（H２５年度）

申込先
問い合わせ先 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html

(県) 潮岬青少年の家　「農園体験　～畑を作ろう～」

自分たちの手で畑を耕しイモの苗や綿の苗を植え、秋の収穫を待ちます。

どなたでも（小３以下は保護者同伴） １泊２日４５６０円／５０８０円

指定された期日 H２８年６月４日～５日

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、３０名参加（Ｈ２７年）

(県) 潮岬青少年の家　「農園体験　とれたて野菜でご飯を作ろう」

申込先
問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

春夏に植えた作物を収穫します。作物を作る大変さやそのありがたみを、理解します。

どなたでも（小３以下は保護者同伴） １泊２日４５６０円／５０８０円

指定された期日 H２８年１１月５日～６日

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、２６名参加（Ｈ２７年）

申込先
問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 親しむ・知る 宿泊 体験 自然 親しむ・知る 

体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 自然・水 親しむ・知る 宿泊 体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 紀中 

紀中 

紀南 

紀南 

紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．５１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先 東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地 http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

年間２０回程度実施、準備物：懐中電灯、山歩きの服装

(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター自然塾体験「草花染め」「花炭焼き」「椿
油搾油」「竹の子掘り＆温泉」「磯あそび」「ミニすだれづくり」

宇久井ビジターセンターで様々な自然体験やものづくりを行います。

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510

http://www.wakayama-kanko.or.jp/taiken/index.html

(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター 海と森の自然塾「光るキノコ観察会」

5月～7月と9月の毎週土曜日と日曜日の夜に光るキノコ「シイノトモシビタケ」の観察会を実施し
ます。最盛期の6月には、写真撮影をメインに据えた光るキノコの撮影会を開催しています。

小学生以上（小学生は保護者同伴） 大人500円　中学生以下300円

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510

どなたでも 有料（材料費等）

東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地 http://ugui-shizenjyuku.com/index.html

年間49回実施・参加人数654名（平成26年度）

(県) 和歌山県「ほんまもん体験」

和歌山県は新しい旅のかたちとして、旅人が体験を通して地域の自然、歴史、文化、伝統産業な
どのありのままを触れていただく、体験型観光和歌山ほんまもん体験を推進しております。
気軽に少人数でもご参加いただける個人向けのものから、修学旅行、総合学習、環境学習、校
外学習、 体験学習、林間学校、臨海学校などの教育旅行や、企業 などの社員研修向けの、教
育研修に活用できる体験プログラムまで幅広くご提案しております 。

体験により異なる 体験により異なる

体験により異なる 体験により異なる

問い合わせ先：和歌山県観光振興課 　073-441-2775
※体験のお申込みは各体験事業者へご連絡ください。
下記の県ＨＰに市町村別体験プログラム、分野別体験プログラムを掲載しています。

農林漁業体験、生活文化体験、歴史文化体験、自然観察体験、スポーツ体験、地域産業体験ご
とに和歌山ならではの感動いっぱいの体験プログラムをご用意しています。

申込先
問い合わせ先

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

親しむ・知る 体験 見学 自然 

紀南 

紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．５４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

申込先
問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

年間１回実施、６名参加（Ｈ２６年度、対象小学４年生～中学３年生)・４２名参加（Ｈ２７年度）

(県) 紀北青少年の家　仲間と踊ろう郷土の夕べ

申し込み不要 H28年8月27日(土)

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

(県) 紀北青少年の家　「新緑キャンプ」　

(県) 和歌山県「ほんまもん体験」を活用した教育旅行

和歌山県では、海・山・川の自然、悠久の歴史文化、地域に根ざした暮らしを活用した体験型観
光「ほんまもん体験」プログラムを活用したほんまもん体験の教育旅行を推進しており、県内の受
入組織が和歌山県での教育旅行をサポートします。
教育旅行（修学旅行、総合学習、環境学習、校外学習、 体験学習、林間学校、臨海学校など）に
ついて幅広くご提案しております。

来県校実績としましては、平成１７年度の６校を皮切りに、平成２６年度は５５校に至っておりま
す。さらなる誘致促進を図るべく、教育旅行のコース設定のお手伝いや事前学習、下見について
も支援しております。また、９つの地域で地域内の体験プログラムの予約や手配のできるコーディ
ネート組織を設けております。

自然の中で友達と遊び、自然に囲まれた生活をすることで「新緑」を身近に感じてもらうと共に、
これから必要になる協調性を養い事業の思い出を作っていく。

小学４年生～中学３年生 １泊２日　４０００円

募集締め切りH２８年４月２８日（木） H28年5月14日(土)～15日(日)

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間各１回実施、１６名参加（Ｈ２６年度）・１２名参加（Ｈ２７年度）

(県) 紀北青少年の家　「親子でピザづくり体験！」

申込先
問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

親子でピザ作りやクラフトに挑戦し、親子の絆を深めると共に、他の参加者との交流を深める。

県内在住親子・一般 日帰り　1500円

募集締め切りH２８年７月８日（金） H28年7月18日(月)

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

どなたでも 無料

地域に密着した施設運営の一環として子どもからお年寄りまで誰でも参加でき、自然の中で盆踊
りを踊ります。

年間１回開催、１５００名参加（Ｈ２６年度）・１５００名参加（Ｈ２７年度）

小学生～高校生 有料

随時 通年

申込先
問い合わせ先

和歌山県観光交流課　　073-441-2785
下記の県ＨＰにエリア別体験プログラム、フィールド別体験プログラムを掲載しています。

http://www.wakayama-kanko.or.jp/taiken/syugaku/index.html

体験 自然 親しむ・知る 

親しむ・知る 体験 見学 自然 

紀北 

紀北 

親しむ・知る 体験 見学 自然 

体験 自然 親しむ・知る 紀北 宿泊 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．５８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．５９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

有料（宿泊料等）

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

１泊２日　４０００円

申込先
問い合わせ先

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

http://www.kihokuseisyounen.com/

年間１回実施

募集締め切りH２８年１０月２８日（金） H28年11月12日（土）～13日（日）

(県) 紀北青少年の家　　Ｈ２８年度タイトル未定

未定

小学生4年生～中学３年生

本場のハロウィンを擬似体験し、異文化に触れることで新しい世界を発見すると共に、友達や仲
間の親睦を深める。

小学生4年生～中学３年生

申込先
問い合わせ先

http://www.kihokuseisyounen.com/

募集締め切りH２８年９月３０日（金） H28年10月15日（土）～16日（日）

申込先
問い合わせ先

http://www.kihokuseisyounen.com/

(県)紀北青少年の家　「ハロウィンパーティー」

年間１回実施、16名参加（Ｈ２６年度）・１０名参加（Ｈ２７年度）

申込先
問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

(県) 紀北青少年の家　「親子キャンプ」

参加者全員で野外活動をしながら、様々な活動を通じて参加者同士・親子の親睦を深めていく。

親子・親類 １泊２日　４０００円

募集締め切りH２８年８月２６日（金） H28年9月10日(土)～11(日)

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回実施、２０名参加（H２６年１１月)・２７名参加（Ｈ２７年度）

(県) 紀北青少年の家　　Ｈ２８年度タイトル未定

未定

未定 有料（材料費）

募集締め切りH２９年１月４日（水） Ｈ29年1月14日（土）

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回実施

体験 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 紀北 

紀北 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 紀北 

体験 親しむ・知る 紀北 自然 

自然 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．６２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．６５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．６６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

(県) 紀北青少年の家　「小学生だって卒業旅行」

募集締め切りH２９年２月１０日（金）

年間１回実施、15名参加（Ｈ２６年度）・１１名参加（Ｈ２７年度）

どなたでも（小学3年以下は保護者同伴）

クリスマスパーティーを行うことにより、異文化を学んでもらうと共に参加者同士の親睦を深め
る。

小学４年生～中学３年生 １泊２日　４０００円

募集締め切りH２８年１１月２５日（金） H28年12月10日（土）～11日（日）

(県) 紀北青少年の家　「あわてんぼうのサンタクロース」

グループ旅行を通じて仲間意識を養うと共に、小学校卒業を前に楽しい思い出を作る。

小学６年生グループ 有料（宿泊料等）

3月上旬

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

http://www.kihokuseisyounen.com/

年間１回実施、1６名参加（Ｈ２６年度）

(紀の川市) 平池ウォークラリー

地元の憩いの場である平池の自然とふれあい、地域の和、自然を見つめなおしています。

不定期（天候不良の場合は中止）

西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211

西貴志コミュニティセンター　　0736-65-2211

年間6～10回程度実施、平成27年度は別事業として延べ60名が参加。

年間1回実施、平成25年度は160名、平成26年度は200名が参加。

100円（保険代）※3歳以上

一般200円・高校生以下100円

指定された期日

申込先
問い合わせ先

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

http://www.kihokuseisyounen.com/

H2９年２月２５日（土）～２６日（日）

(県) 根来山げんきの森観月会

根来山げんきの森で、名月を観ながら、自然を満喫します。

どなたでも

(紀の川市) 天文台観望会

有料（入園料等）

口径40cmの望遠鏡が設置されており、この設備を利用して観望会を開催します。

どなたでも（定員２０人）

指定された期日

指定された期日 秋（指定された期日）

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230

毎年１回実施

申込先
問い合わせ先 岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 紀北 

紀北 

体験 自然 親しむ・知る 紀北 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 紀北 

体験 自然 親しむ・知る 宿泊 紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．６７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．６８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．６９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
年間１回実施、１０６名参加（Ｈ２７年度）Ｈ２８分は３月開催のため未定

(県) 自然博物館　「巨大アンモナイトをさがせ！！」

恐竜化石の追加標本の発見を目的に化石の採集と観察を行う。

どなたでも 無料

指定された期日 3月26日

3月12日

年間１回実施、９２名参加（Ｈ２７年度）Ｈ２８分は３月開催のため未定

申込先
問い合わせ先 http://shirasaki.pya.jp

申込先
問い合わせ先

有料（材料費等）

http://shirasaki.pya.jp
年間２回実施、６９名参加（Ｈ２６年度・実施１回）、５６名、５１名参加（H２７年度）

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

年間１回実施、２８名参加（Ｈ２６年度）、３３名参加（H２７年度）

(県) 白崎青少年の家　「恐竜化石を探そう」

広川町白木海岸にて家族で化石採集を行います。

家族

指定された期日 夏（指定された期日）

みなべ観光協会　　0739-74－8787

(県) 白崎青少年の家　「家族でリフレッシュin白崎」

指定された期日 春、夏、秋の（指定された日）

H26年度　年間７回　250名参加

(みなべ町) みなべウォーク

みなべ町の魅力を知って頂くガイド付きイベント。町内各所を歩き、自然、産業、歴史等を感じて
もらいます。

どなたでも（足に不自由のない方） 500円～1500円

http://ｗｗｗ.aikis.or.jp/~minabe/

ネイチャーゲーム、野外炊飯、キャンプファイア、星空観察、陶芸体験などを家族で楽しみます。

家族 有料（材料費等）

指定された期日 春（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

(県) 自然博物館　「恐竜をさがせ！！」

恐竜化石の追加標本の発見を目的に化石の採集と観察を行う。

どなたでも 無料

指定された期日

申込先
問い合わせ先

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

宿泊 体験 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

自然 

紀中 

紀中 

紀中 

講義 自然 親しむ・知る 紀北 

講義 自然 親しむ・知る 紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．７２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．７６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ウォークイベント

白浜町内の海岸を清掃するウォークイベントです。

申込先
問い合わせ先 http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/hikiiwa/center-nittei.html

年間各１回実施、４９名参加（H２６年度）、１５名参加（H２５年度）

（県） 「熊野古道」・「高野山町石道」環境保全トレッキング

「環境保全トレッキング」を通じて、土砂が流れた熊野古道や高野山町石道などへの土入れ作業
を行います。

どなたでも（定員を超える場合は抽選） 無料

指定された期日 春夏秋（指定された日）

県庁観光振興課　073-441-2424

年間４回実施、５８６名参加（H２６年度）

(県) 次世代育成事業 〔世界遺産現地ウォーク〕

県内の小中高校生等が世界遺産についての理解を深める現地ウォークなどの学習プログラム
提供、貸し切りバス１台分の交通費を負担します。

小中高校生（学校単位で申し込む） 無料

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062400/nakahechi.html

指定された期日 指定された日

和歌山県世界遺産センター　0735-42-1044　田辺市本宮町本宮100番地の1

年間20校･909名（H26年度）　　年間21校・1004名実施（Ｈ27年度）

(田辺市) ふるさと自然公園センター「夏」「冬」の星座観察教室

http://www.sekaiisan-wakayama.jp/learn/jisedai.html
申込先

問い合わせ先

ふるさと自然公園センターで星座の観察を行います。望遠鏡や双眼鏡をお持ちください。

どなたでも 無料

指定された期日 夏冬（指定された期日）

ふるさと自然公園センター　0739-25-7252　田辺市稲成町1629

どなたでも 無料（昼食持参）

指定された期日 毎年６月頃

和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２６２２－７　連絡先(浜田八洲男さん　090-3160-9150)
ｋｕｍａｎｄ-8400＠ｇａｉａ.eonet.ne.jp

毎年６月の環境月間に実施しているイベントのひとつです。

(白浜町) 熊野人倶楽部（ＫＵＭＡＮＤＯ）　　クマンドクラブ・ジオツアー

白浜町内のジオサイトを見学するバスツアーです。

ジオに関心のある方 500円（昼食代は実費)

指定された期日 毎年２月頃

和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２６２２－７　連絡先(浜田八洲男さん　090-3160-9150)
ｋｕｍａｎｄ-8400＠ｇａｉａ.eonet.ne.jp

毎年１回　南紀・熊野のジオエリアのウォークイベントを開催しています。

自然 体験 防災 親しむ・知る 

自然 体験 講義 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 

親しむ・知る 体験 自然 

親しむ・知る 体験 自然 

紀南 

紀南 

紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．７７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．７９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

http://omoshiro-yh.com/

指定された期日 Ｈ２８年４月３日～４日

申込先
問い合わせ先

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

28年度からの取り組み

申込先
問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

http://www.minakatakumagusu-
kinenkan.jp/

または白浜町中央公民館
申込先

問い合わせ先

(白浜町) 南方熊楠を目指そう「粘菌教室」

動物でも植物でもない不思議な生物「粘菌」を探し調べます。（和歌山信愛女子短大講師予定）

どなたでも（小学４年生以下は保護者同伴） 無料

(県) 潮岬青少年の家「グループキャンプ」

自然環境の中で生活し、環境に対応する力を養います。

小学４年生～中学３年生 １泊２日４１００円

指定された期日 ６月～９月（指定された期日）

公益財団法人南方熊楠記念館　0739-42-2872　西牟婁郡白浜町3601-1

年１回実施（募集人数２０人）　参加者㉕１７人　㉖３３人

指定された期日 H2８年５月１４日～１５日

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、４４名参加（Ｈ２７年）

(県) 潮岬青少年の家「ウィンターキャンプ」

申込先
問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

冬と言う厳しい自然環境の中で生活し、環境に対応する力を養います。

小学４年生～中学３年生 １泊２日４１００円/４３６０円

指定された期日 H２９年１月２８日～２９日

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間１回実施、１４名参加（Ｈ２７年）

(県) 潮岬青少年の家　「ふしぎ岩ハイキング＆山菜ゲットdeピザパーティー」

ジオツアーを行いながら、山菜採りを楽しみます。

小学４年生～中学３年生 １泊２日４５６０円

宿泊 体験 自然 親しむ・知る 

体験 自然 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 宿泊 体験 親しむ・知る 

親しむ・知る 体験 自然 紀南 

紀南 

紀南 

体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 宿泊 体験 自然 親しむ・知る 紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．８１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

南紀熊野ジオパークガイドの会事務局（和歌山県自然環境室内） 　073-441-2780

http://nankikumanogeo.jp/guide/

随時、ジオツアーを実施しています。また、ジオパークの普及啓発にも努めています。

南紀熊野ジオパーク

南紀熊野ジオパークを訪れる皆様に、その貴重な地質及び地形とそれに由来する自然環境、文
化資源等をより分かりやすく、楽しめるように、ジオパークガイドがご案内します。
ツアー内容は、おススメガイドコースのほか、修学旅行、環境学習、体験学習など、目的に応じ
て、幅広くご提案いたします。

どなたでも 有料

随時 通年

（国） 水ときらめき紀の川館（紀の川大堰）

紀の川館は皆様に楽しく紀の川を学んでいただける施設です。紀の川流域の水環境や紀の川大
堰について学ぶことができます。

（国） 和歌山地方気象台　見学・気象講座

和歌山の気象、地震、津波、台風、温暖化等について学ぶことができます。

小中学生～一般（概ね30名程度までのグループ）

http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/kinokawa/index.html
申込先

問い合わせ先

http://www.jma-net.go.jp/wakayama/

どなたでも 無料

申し込み不要（団体で見学時は必要） 通年

国土交通省近畿地方整備局紀の川大堰管理所　073-423-2080  和歌山市有本462

開館時間 ９：３０～１６：３０　休館日は土曜日、祝日　４１０８人来場（H25年度）、４２６４人来場
（H26年度）

無料

指定された期日 通年（指定された期日）

和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632　和歌山市男野芝丁４番地

小中学生等の見学・気象講座、10回実施・189名参加（H26年度）、5回実施・186名参加（H27年度）

(県) 県立図書館
県内最大の図書館、児童室の屋上に太陽光パネルを設置するなど、環境に配慮した最新設備を
積極的に導入しています。郷土和歌山に関する図書や子供向けのサービスが設備が充実してい
ます。

どなたでも 無料

申込先
問い合わせ先

申し込み不要 通年

和歌山県立図書館　　073-436-9500　　和歌山市西高松一丁目7番38号

開館時間　火曜日～金曜日　10:00～19:00、　土曜日・日曜日・祝日 10:00～18:00
休館日 毎週月曜日、第２木曜日

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/
申込先

問い合わせ先

温暖化 

見学 親しむ・知る 自然 

見学 親しむ・知る 自然 

親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

紀北 

紀北 

紀北 

体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 自然 親しむ・知る 紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．８５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．８９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

野外炊事場、屋外ドーム、テニスコート(２面）、グランド、プール等の施設があります。

通年

幼稚園・保育園～小学６年生（体験プログラム
により学年を指定）

プログラムにより有料または無料

和歌山市立こども科学館　073-432-0002　 和歌山市寄合町19番地

申込先
問い合わせ先 http://www.kihokuseisyounen.com/

申込先
問い合わせ先 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

(県) 県立自然博物館

第１展示室は水族館コーナーです。県内にすむたくさんの生きものを水槽で展示しています。第
２展示室は標本が中心のコーナーです。動・植物、昆虫、貝、化石などいろいろな生きものを標本
や模型で紹介しています。

指定された期日 通年

紀伊風土記の丘　073-471-6123　和歌山市岩橋1411

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kodomo/

詳しい内容は、上記ホームページの「小学生遠足用のページ」をご覧下さい。

申し込み不要

http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp/

開館時間　9時30分～16時30分、月曜日が休館日（祝日と重なる時は翌日休館）

申込先
問い合わせ先

(県) 紀北青少年の家

青少年が、恵まれた大自然の中で、体育や野外活動、レクリエーション等、様々な研修を通じて、
「生きる力」や「自然との共存」の醸成を目的とした、青少年の為の施設です。

５名以上の団体・グループ 有料（宿泊料等）

指定された期日 通年

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

申込先
問い合わせ先

（県）植物公園緑花センター　0736-62-4029　岩出市東坂本６７２

どなたでも 大人470円　小中高校生無料

申し込み不要 通年

県立自然博物館　073-483-1777　海南市船尾370-1

開館時間　9時30分～17時、月曜日が休館日

http://www.w-botanicalgarden.jp/

(県) 植物公園緑花センター

園内には、四季の花々が色とりどりに楽しめるパノラマ花壇や、熱帯、亜熱帯の色彩豊かな観葉
植物の温室、ちびっこに人気のわんぱく広場、ハス池にうかぶ浮御堂、あずまやなどがありま
す。また、園芸教室、体験教室など植物に関する各種教室なども数多く催しています。

どなたでも 入園料無料（H28/4/1より）

申し込み不要 通年

開園時間　9時～17時、火曜日が休園日

(和歌山市) 市立こども科学館

4階建てで、各階にテーマを持たせた展示室があり、参加体験型の展示物を数多く展示していま
す。最上階にはプラネタリウムがあり、番組および今夜の星空解説を投影しています。

どなたでも 大人３００円　小中学生１５０円

(県) 紀伊風土記の丘の遠足・社会見学
古墳・石室の見学、古代生活体験学習、ものづくり体験学習、昔のくらし体験・昔のあそび体験等
ができます。また、万葉植物園では、万葉集に詠まれている約７０種の植物を観賞できます。そ
れぞれの植物には名前とその歌をつけています。

申込先
問い合わせ先

体験 見学 親しむ・知る 自然 

体験 見学 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

体験 見学 親しむ・知る 自然 

体験 親しむ・知る 自然 紀北 

紀北 

紀北 

紀北 

自然 見学 親しむ・知る 紀北 体験 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．９０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

入園料は無料、四季さい館（研修室、会議室）及びイベント広場・キャ
ンプ広場は有料（要申込予約）

和歌山青岸クリーンセンター　073-433-6663　和歌山市湊１３４２－３９

小中学生（和歌山市外の学校も可） 無料

ごみ焼却施設の見学ができます

申込先
問い合わせ先

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/shisetu/shisetu/03/3.html
申込先

問い合わせ先

(和歌山市) 市立少年自然の家

海・山に囲まれた豊かな自然環境の中で、野外炊飯や里山散策・磯観察・クラフト作成など、自
然に親しむ活動や伸び伸びとした野外活動を体験できる施設です。

小中学生（和歌山市外の学校も可）を含む８名
以上の団体

どなたでも 入園料は無料　

(和歌山市)  和歌山市森林公園

和歌山市立少年自然の家　073-459-2107　和歌山市加太1907-2

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/gyousei/sizen/
申込先

問い合わせ先

遊具：巨大な恐竜オブジェと動物オブジェ. 施設情報：無料駐車場, トイレがあります。

通年

(和歌山市)  四季の郷公園

四季折々の花を植栽した四季の丘・散策路・ハイキングコースなど自然を楽しむことができる公
園です。自然観察エリアにはビオトープがあり、周辺には、様々な野鳥、昆虫、水生動物等が生
息しています。春のサクラ、梅雨のアジサイ、秋のモミジを観賞しながら周囲を散策すれば、様々
な生き物を身近に感じることができる憩いの空間となっています。

申し込みの必要なし

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/gyousei/nourin_suisan/shikinosato/

和歌山市農林水産課　073-435-1049  和歌山市七番丁23番地

有料（宿泊料等）

指定された期日 通年

水曜日、祝日の翌日、年末年始が休所日

申込予約はあらかじめ問い合わせて下さい。

四季の郷公園は、25.5ヘクタールの広大な面積をもち、“野鳥や昆虫、植物とふれあえる自然観
察の森”と“花や緑のやさしさが体感できる緑花果樹苑”の2つのエリアで構成された自然と農業
のテーマパークです。緑花果樹苑には、地元の農家が心を込めて栽培した新鮮で安全な野菜や
果樹などを販売する“農産物直売センター”と高さ17メートルのシンボルタワーや長さ70メートル
のロ―ダースライダーがある“宝くじ遊園”のほか、“バラ温室”では多種のバラが咲きほこってい
ます。

どなたでも

通年

(和歌山市) 青岸クリーンセンター

四季の郷公園内のネイチャーセンターとエントランス広場に乳幼児を対象とした遊具や図書が充
実しました。開園時間：9：00～17：00   休園日：火曜日（祝日の場合は、その翌日）

市内で発生する可燃性ごみを処理します。可燃性ごみを焼却処理することにより減量化し、適正
に処理します。また、ごみ焼却により発生する熱を有効利用するため、蒸気タービン発電機を設
置し、発電した電力を施設内で利用しています。

和歌山市四季の郷公園　073-478-0070  和歌山市明王寺85

指定された期日 通年

ごみ 見学 親しむ・知る 

体験 親しむ・知る 自然 紀北 

紀北 

自然 親しむ・知る 体験 紀北 

自然 親しむ・知る 体験 紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．９４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．９５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．９６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他 学校単位（団体）でお１申し込み下さい。１日につき最大８０名まで。

http://www.nssmc.com/works/wakayama/index.html

申込先
問い合わせ先

(和歌山市) 中央終末処理場

家庭や学校、事業所から出される汚水を浄化処理する施設です。直に施設を見学して頂きなが
ら、下水道の役割を知り、大切さを学ぶことができます。

下水処理の様子が見学できます。

(民) 花王㈱和歌山工場と花王エコラボミュ－ジアム

通年

環境に配慮した花王の製品作りについて、工夫と技術を展示したミュ－ジアムと、洗剤ができる
までの工程を間近で見ることのできる工場を見学します。

http://www.obs.jp/紀美野町みさと天文台 073-498-0305  紀美野町松ヶ峯180

どなたでも 無料

通年 通年

和歌山市下水道経営課　庶務班　 073-435-1093　和歌山市七番丁２３番地

小学3年生以上 無料

(紀美野町)  星の動物園 みさと天文台

昼間は施設の自由見学（無料）が可、また、土曜・日曜日・祝日の午後2時からはプラネタリウム
（無料）や午後３時からは３ＤMitaka（無料）の投影があります。どちらも予約不要で、どなたでもご
参加いただけます。夜間（木曜・金曜・土曜・日曜・祝日の19:30～）は観望会（有料）を開催しま
す。観望会では、大型望遠鏡を使って見頃の天体を研究員の解説を聞きながらご覧いただきま
す。

開館時間は13:00, 閉館は水曜日17:00,木・日曜日は19:30,金・土曜日は20:30です。休館日は月
曜日、火曜日。　ただし、祝祭日は開館となるため、振替として水曜日から金曜日に休館となるこ
とがあります。電話で問い合わせて下さい。
９９８５人来台（Ｈ２６年１月～１２月）、１４８３６人来台（Ｈ２７年１月～１２月）

どなたでも プログラムにより有料または無料

申し込み不要（15名以上の団体は事前申込必要）

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

花王㈱和歌山工場見学受付　073-426-1285　和歌山市湊1334　花王株式会社和歌山工場内

年間１万人以上が来場（H27年）、原則、5人以上でお申込み下さい。5名に満たない場合は、ご相
談下さい。

(民) 新日鉄住金㈱　和歌山製鉄所

www.kao.com/jp/corp_info/factories_19.html

申込先
問い合わせ先

製鉄所の見学を通じ、資源のリサイクル、省エネルギーが学べます。

小学５年以上中学生まで 無料

通年 通年

新日鉄住金㈱和歌山製鉄所ＰＲセンター 　073-451-3517　和歌山市湊1850

見学 親しむ・知る 温暖化 

ごみ 見学 親しむ・知る 

ごみ 

紀北 

体験 見学 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 紀北 

紀北 

自然 見学 親しむ・知る 紀北 体験 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．９８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．９９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１００

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

03-6316-4203 http://www.kkc.co.jp

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先

(民)　㈱エアーウォーター和歌山工場

省エネルギー、水の浄化、温度による物質の変化（液体窒素等による実験）を見学できます。

中学生以上の生徒 無料

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

見学人数は１回につき、１０名まで

http://www.awi.co.jp/

申込先
問い合わせ先

(民)　㈱バンドー化学　和歌山工場

社会見学の一環として工場見学ができます。摩擦の少ないゴムベルトの製造ラインの様子や産
業廃棄物の分別、太陽光発等について学ぶことができます。

㈱エアーウォーター和歌山工場 　073-455-8213　和歌山市湊1850

小中学生 無料

事前に申し込みください。日程調整させていただきます。 通年

バンドー化学㈱　和歌山工場 　0736-66-0999　紀の川市桃山町最上1242-5

見学人数は１回につき、18名まで

通年

資源リサイクルセンター㈱松田商店 073-433-1212　（平日9：00～17：30）

小中学生～一般（10名以上） 無料

和歌山市西河岸町46 http://www.eco-kururin-matsuda.co.jp/visitor.html

(民) 松田商店　体験型リサイクル工場見学システム“くるくるシティ”

松田商店は、時代に適応したリサイクル見学システム工場として『エコ☆エデュテイメントパーク
“くるくるシティ”』をオープン致しました。環境問題の深刻さやリサイクルの現状を子供達が楽しく
わかりやすく学習できる施設となっています。日本一楽しい工場見学を通し、未来ある子供達へ
メッセージを届けます。

土・日・祝日の見学は不可、見学時間は約1時間30分。エコ☆エデュテイメントパークとは、ECO-
EDUCATION【環境教育】とENTERTAINMENT【娯楽】の融合を意味します。

小学生以下のこども10名以上の団体（１日に１
団体限定）

無料

指定された期日

(民) 国際航業㈱　和歌山・橋本ソーラーウェイ太陽光発電所

橋本市の旧ダイオキシン類汚染無害化処理対策地に建設する太陽光発電所の見学を通じて、
再生可能エネルギーの可能性と地域の特性を生かした分散型エネルギーの重要性を体感でき
ます。

通年 通年（指定された期日）

国際航業㈱広報部: 042-307-7200   事業担当部:国際航業㈱エネルギー事業推進部

太陽光発電所を見学し、太陽光から電気を生み出す仕組みを知ることができます。（太陽光発電
所内に見学台や発電状況表示パネルが設置されています）

体験 見学 親しむ・知る 温暖化 

体験 見学 親しむ・知る 温暖化 紀北 

紀北 

ごみ 見学 親しむ・知る 紀北 体験 

温暖化 見学 親しむ・知る 紀北 体験 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１０２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

派遣実績・その他

Ｎｏ．１０３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期
申込先

問い合わせ先
活動実績・その他

Ｎｏ．１０５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０６
内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先 岩出市根来2277 http://genkinomori.jp/index.html

(Ｎ) 根来山げんきの森倶楽部

ボランティア活動により県立森林公園根来山げんきの森の森林を整備すると共に森林を活用し
た様々な森林体験の機会を公園利用者に提供し、森林の楽しさと大切さを多くの方に知っていた
だくことを通して、環境保全活動を推進しています。ボランティア活動の参加者を募集していま
す。

どなたでも

通年 春夏秋冬（指定された期日）

有料（年会費２０００円）

(広川町) 津波防災教育センター「稲むらの火の館」

根来山げんきの森管理棟　0736-61-7230　事務局090-7090-1724（岡田和久）

自然観察会、間伐体験、炭焼き体験、ネイチャーゲーム植樹イベント指導、草木染め指導、木工
クラフト指導などを行っています。詳しい内容はＨＰをご覧になるか、直接お問い合わせ下さい。

「稲むらの火」で知られる濱口梧陵の偉業と精神、教訓を理解し、地震・津波・防災について学ぶ
ことができます。

どなたでも 一般500円　高校生200円　小中学生100円

申し込み不要 通年

稲むらの火の館　0737-64-1760 　有田郡広川町広671

開館時間　10時～17時、月曜日と火曜日が休館日　月・火が祝日の場合、開館　11月5日は世界津波の日で開館

(みなべ町) うめ振興館

http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/
申込先

問い合わせ先

梅に関する、自然、歴史、人物などあらゆる観点から梅を紹介する施設です。館内１・２階に梅資
料室、３階には梅製品の直売所があります。特に２階にある南部梅林のパノラマ模型は見ごたえ
があります。
どなたでも 入館料は無料

申し込み不要　　団体見学は予約お願いします 通年

道の駅みなべうめ振興館　0739-74-3444　日高郡みなべ町谷口538-1

開館時間：9:00～17:00、定休日：火曜日 祝祭日の場合は翌日、年末（12月29日～31日）、2月は無休

(県) 白崎青少年の家
白崎海岸県立自然公園の中の海を望む高台にあり、海や山などの広大な自然の中で多様な活
動が行える少年自然の家です。子どもから大人までご利用いただける宿泊研修施設（団体・家
族）です。
５名以上の団体・グループ 有料（宿泊料等）

指定された期日 通年

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

自然観察やウオークラリー、魚釣りや磯遊び、天体観測などが行えます。

(民)　関西電力㈱日高港新エネルギーパーク

申込先
問い合わせ先 http://shirasaki.pya.jp

太陽光、風力などの再生可能エネルギーの学習、ソーラーカーの体験乗車ができます。

どなたでも 無料

http://www1.kepco.co.jp/pr/eepark/

指定された期日 春夏秋冬（指定された期日）

日高港新エネルギーパークＰＲ館　0738-20-9001　御坊市塩屋町南塩屋450-10

13400人来場（H25年度）・12100人来場（H26年度）

体験 見学 

防災 

親しむ・知る 温暖化 

体験 見学 親しむ・知る 自然 

体験 見学 親しむ・知る 自然 

体験 親しむ・知る 自然 

紀中 

紀中 

紀中 

紀中 

体験 親しむ・知る 自然 紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１０７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１０９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

http://www.seto.kyoto-u.ac.jp/aquarium/
申込先

問い合わせ先

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html
申込先

問い合わせ先

センターBig・U内）

http://cosmo.kawabe.or.jp/
申込先

問い合わせ先

（国）京都大学白浜水族館

申し込み不要

指定した期日（事前申込が必要） 10月21日（金)

北大和歌山研究林　0735-77-0321　東牟婁郡古座川町平井

紀南図書館は、和歌山県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ内にあり、ユネスコや県庁環境生活総務課
と連携し企画展示などを通して環境保全活動に関する情報発信を行っています。

どなたでも 無料

通年

和歌山県立紀南図書館　　0739-22-2061　　田辺市新庄町３３５３－９（県立情報交流

開園時間：9時～17時30分

かわべ天文公園  0738-53-1120  日高郡日高川町和佐2107-1

申し込み不要 通年

南紀の海にすむ、たくさんの生き物の形や動きを、間近でじっくり観察することができます。巨大
イセエビ類や約１ｍのクエなど約５００種の生物を常時展示しています。2014年7月にリニューア
ルオープンしました。

どなたでも 大人600円　小中学生200円

京都大学白浜水族館　 0739-42-3515 　西牟婁郡白浜町459

開館時間　9時00分～17時00分（入館は16時30分まで）、年中無休
47321人来場（H２６年ただし1～6月は改修工事のため休館）、80598人来場（H27年）

(県) 県立紀南図書館

(国)  北海道大学 和歌山研究林の建物と自然

北海道大学・和歌山研究林の建物は、1927年に建設されたモダンな木造2階建てで、2013年3月
29日に、国の登録有形文化財に指定されました。また、研究林では今は少なくなった手付かずの
照葉樹天然林を保護しており、県立自然公園の特別保護地域に指定されています。これらの建
物と森林を紹介するプログラムを実施します。

平成26年度：1回・17名　平成27年度：1回・20名　申込人数により、ＪＲ古座駅からの送迎あり（要
相談）

一般（どなたでも）　定員２０名 無料

開館時間　火曜日～金曜日　10:00～19:00、　土曜日・日曜日・祝日 10:00～18:00
休館日 毎週月曜日、第２木曜日

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/

申込先
問い合わせ先

(民)  かわべ天文公園

通年

どなたでも 入園は無料

申し込み不要（遠足などの団体は必要）

宿泊施設が揃った公園施設。園内にはアスレチックやリス舎などがあり家族で楽しめます。土日
祝はレストランも営業しています。

見学 親しむ・知る 自然 

親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

紀南 

紀南 

自然 見学 親しむ・知る 体験 紀中 宿泊 

自然 見学 親しむ・知る 紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１１１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

どなたでも

入園料は無料　

申し込みの必要なし

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/shisetsu/gomadan/gaiyo/index_gaiyo.ht
ml

申込先
問い合わせ先

護摩壇山森林公園 総合案内施設　0739-79-0667（受付時間9:30～16:00）

どなたでも

http://www.minakata.org/

どなたでも 大人210円　小中高校生100円

申し込み不要 通年

紀州備長炭発見館　0739-36-0226　田辺市秋津川1491-1

開園時間　９時～17時(4月～11月)９時～１６時(12月～3月)、休館日は水曜日（水曜日が祝祭日
の時は、その翌日）

(白浜町) 白浜町清掃センター(併設　白浜町リサイクルプラザ)・白浜町最終処
分場・日置川ごみ焼却場の見学

（田辺市）南方熊楠顕彰館・南方熊楠邸

和歌山県が生んだ博物学者、南方熊楠の蔵書・資料を保存・研究・展示するとともに、熊楠につ
いて学ぶ場を提供。南方邸では、熊楠の生活と研究の拠点であった場所、空間を実感すること
が出来ます。

(県)  護摩壇山森林公園

護摩壇山の自然を活用し、森林・林業・自然 等について理解と認識を深めていただき、人間と森
林の関わりを学んでいただける公園です。案内所、研修室、野生動植物展示室、野外ステージ、
林間広場（芝生広場）、シャクナゲの森 （６万６千本、日本一のシャクナゲ園、５月中旬頃シャクナ
ゲが満開） 、遊歩道（9300ｍ）、森林観察スポットが高野龍神スカイライン沿いに５箇所あります。

研修室(30名)、野外ステージの使用には予約が必要です。休園日：毎週水曜日、積雪期（12月1
日～3月31日）、天候により休園する場合あり。

通年

（田辺市）紀州備長炭発見館〔紀州備長炭記念公園内〕

公園内にある紀州備長炭発見館では木炭の歴史や文化、種類・用途などが分かりやすく展示さ
れている他、物品販売なども設けられています。また運がよければ炭の窯出し作業を見ることが
できます。

開館時間：10時～17時（最終入館16時30分）、休館日は月曜日、第2・４火曜日、祝祭日の翌日、
その他

申込み不要（団体で説明が必要な場合、要申込） 通年

南方熊楠顕彰館 　0739-26-9909　田辺市中屋敷町36番地

大人３００円　小中学生１００円

町内で発生するごみを処理します。焼却施設、破砕施設、選別施設、保管施設　ごみの減量(焼
却、破砕、選別、保管)することにより減量化、資源化、適正な処理をします。

だれでも 無料

http://www.iyashi-kumano.jp/michinoeki/kisyu-bincyoutan/index.html

申込先
問い合わせ先

随時(予約制) 通年

白浜町清掃センター　0739-45-3800  西牟婁郡白浜町保呂749

ごみ処理施設の見学が出来ます。

見学 親しむ・知る 自然 

ごみ 見学 親しむ・知る 

見学 親しむ・知る 自然 

紀南 

紀南 

紀南 

自然 見学 親しむ・知る 体験 紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１１５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１１６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１１９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

http://www.energyland.jp/
申込先

問い合わせ先

(上富田町) ごみ削減活動

ごみ焼却施設と埋立最終処分場の見学

小学生 無料

指定された期日 環境月間

上富田町住民生活課生活グループ　0739-47-0550　 上大中清掃施設組合　0739-49-0533

ごみ処理施設の見学が出来ます。

（太地町）くじらの博物館

世界でも珍しい鯨類専門の博物館です。全身骨格標本などの生態学資料や捕鯨に関する歴史
資料などを展示しています。自然の入江ではクジラショー、また、ショープールではイルカショーな
どを行い、餌あげ体験など様々な体験イベントも行っています。

どなたでも 大人1300円　小中学生700円

申し込み不要 通年

太地町立くじらの博物館 　0735-59-2400　東牟婁郡太地町太地２９３４－２

開園時間　８時３０分～17時、年中無休、入場料金団体割引あり

(民)　白浜エネルギーランド

http://www.kujirakan.jp/
申込先

問い合わせ先

上演コーナー「太陽の街」や展示パネルで、自然エネルギーの概要やその活用方法、エネル
ギーの地産地消についてお子様にも分かりやすく紹介しています。その他にも体験型アトラクショ
ンがあります。

申し込み不要 通年

どなたでも
シニア（60才以上）1620円、大人1800円
小中学生1200円、幼児（３才以上）500円

白浜エネルギーランド０７３９－４３－２６６６　西牟婁郡白浜町３０８３番地

開館時間９：００～１７：３０（入場１６：００まで）火曜日休館。尚、営業時間、休館日は季節により変更します。

（すさみ町）すさみ町立エビとカニの水族館

エビとカニだけを展示する世界唯一の水族館。世界最大のカニ・タカアシガニや世界一大きい甲
羅をもったオーストラリアン・キングクラブをはじめ、紀伊半島を中心とした日本産の様々なエビ
やカニが見られます。ヒトデやウニに触れるタッチングプールや芸達者なアザラシ、巨大なウミガ
メも人気です。

どなたでも 大人８００円　小中学生５００円　幼児（３歳以上）３００円

申し込み不要 通年

すさみ町立エビとカニの水族館 　0739－58－8007　西牟婁郡すさみ町江住808-1

開園時間　９時～１７時（１０月～３月）、９時～１８時（４月～９月）　年中無休

（民）串本海中公園

申込先
問い合わせ先 www.ebikani-aquarium.com/

本州最南端の町、串本の海を水族館や海中展望塔、半潜水型海中観光船、ダイビング・スノー
ケルを通じて体験できる海のテーマパーク。黒潮の恵み豊かな、美しいサンゴの海をお楽しみ頂
けます。

どなたでも 大人1800円小中学生800円

申し込み不要 通年

串本海中公園 　0735-62-1122　東牟婁郡串本町有田1157

開園時間　９時～１６時３０分、年中無休、入場料金団体割引あり、レストランあり、宿泊施設あり

http://www.kushimoto.co.jp/
申込先

問い合わせ先

見学 親しむ・知る 自然 

見学 親しむ・知る 自然 

見学 親しむ・知る 自然 

ごみ 見学 親しむ・知る 

体験 見学 親しむ・知る 温暖化 

紀南 

紀南 

紀南 

紀南 

紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１２０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

（他）南方熊楠記念館

和歌山県が生んだ博物学・民俗学の巨星、南方熊楠の、文献・標本類・遺品を保存・展示してい
ます。ただし、平成28年度は新館建設のため休館中。開館は12月から平成29年4月頃の予定

どなたでも 未定

通年

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

申し込み不要 通年

公益財団法人南方熊楠記念館 　0739-42-2872　西牟婁郡白浜町3601-1

開館時間　９時～17時、木曜日が休館日　入館者数㉕17,213人　㉖19,267人

(県) 潮岬青少年の家

申込先
問い合わせ先 http://omoshiro-yh.com/

芝生広場、グランド、体育館、プールなどの設備が整っています。

(N) 那智勝浦・宇久井ビジターセンター

吉野熊野国立公園の優れた自然とのふれあいをとおして、自然への理解と自然を大切にする心
を育てる事を目的として、環境省が設置した施設です。

どなたでも 無料

随時

熊野ネイチャースクール　050-7001-7419　新宮市佐野1339-6

指定された期日 通年

宇久井海と森の自然塾（宇久井ビジターセンター内）　0735-54-2510

写真や展示模型、生物標本展示等による自然情報の提供を行うとともに、様々な自然体験イベ
ントを実施しています。

(他)熊野ネイチャースクール

申込先
問い合わせ先 http://www.ugui-vc.jp/

熊野地域の活性化と自然と共存共生をめざすネイチャースクール。

申込先
問い合わせ先

熊野地域でエコツアーの企画及び実施を行っています。｢那智原生林と四十八滝巡り｣、｢大雲取
越え｣、｢小雲取越え｣、｢川の熊野古道 熊野川カヌーツアー半日｣などのツアーがあります。

小学校５年生以上 有料

随時

http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/
申込先

問い合わせ先

東牟婁郡那智勝浦町宇久井830番地

本州最南端の海や清流古座川を利用した体験することで、自然のすばらしさ、自然の知恵、自然
に親しむこころを育むことができる施設です。

５名以上の団体・グループ 有料（宿泊料等）

指定された期日

http://www.kumano-ns.com/index.php

見学 親しむ・知る 自然 

親しむ・知る 見学 体験 自然 

体験 親しむ・知る 自然 

体験 自然 親しむ・知る 

紀南 

紀南 

紀南 

紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１２４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

出前授業の種類については、ＨＰをご覧下さい。

有料（講師の交通費、材料費）

随時（事前申し込み必要） 通年（期間限定のプログラムもあり）

和歌山工業高等専門学校 0738-29-2301   御坊市名田町野島77

学習実施日の１ヶ月前まで 通年（指定された期日）

県庁環境生活総務課　073-441-2670

年間のべ６６名派遣（Ｈ２６年度）、のべ６６名派遣（Ｈ２５年度）

(他) 一般社団法人熊野百間渓谷自然学校

大塔山系や熊野山系の中で自然ウオーク、渓谷エコツアー、山里体験、各種キャンプ等を行い、
豊かな自然を体験するプログラムを実施しています。

どなたでも

随時

(県) 環境学習アドバイザーの活用

営利を目的としない団体の環境学習や自然観察、野外体験等に県が登録した各分野の専門家
を指導員として派遣します。

小中高校～一般 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

和歌山地方気象台　総務係　073-432-0632　和歌山市男野芝丁４番地

小中学校、自治体等への出前講座、23回実施・1455名参加（H26年度）、28回実施・3186名参加（H27年度）

「地震・津波」「台風・大雨」「気象情報の利用」「防災気象情報の利活用」「和歌山県の気象特性」
「気象台のしごと」「その他」のテーマで学習を指導します。

小中学生～一般（公共性・公益性のある団体、機関等） 講師派遣に係る交通費等の実費

有料

随時

熊野百間渓谷自然学校　0739-49-0434  田辺市鮎川５９７－５９

自然体験・各種キャンプ、エコツアーなどの企画立案・実施等のお手伝いをいたします。
１７P ５０９名（H２６年度）、１８P ４２６名（H２７年度）

（国） 和歌山地方気象台出前講座

http://www.aikis.or.jp/~kumanohyakuken/
申込先

問い合わせ先

http://www.jma-net.go.jp/wakayama/
申込先

問い合わせ先

(国)  和歌山工業高等専門学校　出前授業

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/
申込先

問い合わせ先

http://www.wakayama-nct.ac.jp/
申込先

問い合わせ先

生活の中から出る地球温暖化物質（CO2）排出量の調査、水の汚れの調査、地震で地盤で起こ
る液状化の実験、太陽電池を使ったソーラーカーの製作、各種のロボット製作等の出前授業を行
います。

小中学生（体験プログラムにより学年を指定）

体験 講義 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

講義 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

親しむ・知る 見学 体験 自然 紀南 

自然 親しむ・知る 体験 温暖化 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１２８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１２９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

県内在住、もしくは通勤・通学している方 無料

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/shuttyou/

(県) 出張！県政お話講座「環境」

地球温暖化の仕組みと実態、それを防止するための取組や県内の河川、海域、地下水等の現
状や「きれいな水」を保つための取組等について、ご説明します。

学習実施日の１ヶ月前まで

15名以上のグループでお申込みください、小中高校生の場合は教員または保護者同伴

(県) 地域づくりアドバイザーの派遣

指定された日

申込先
問い合わせ先

ホームページをご覧になり県庁各課へ問い合わせて下さい、県庁（代表）073-432-4111

地域づくりを行っている団体・企業にアドバイザーを派遣、地域の特色を生かし、地域の活性化を
支援します。

地域づくり活動を行っている団体・企業 無料

指定された期日 指定された日

県庁地域政策課　０７３－４４１－２３７１

1団体につき年間３回までの派遣が可能

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020200/tiiki/c11.html
申込先

問い合わせ先

無料

学びの丘指導主事が児童に出前授業を行います。　指導内容：①顕微鏡を使った観察実習 　②
備長炭電池の実験　③地震のモデル実験　　④空飛ぶ種のひみつ　⑤木の葉などの化石探し

小学校４、５、６年生対象 無料

年間１０回程度

(民)　㈱花王エコラボミュージアム出前授業

年間５校程度実施

(他) キノピー教室

県内の幼稚園・保育所で山や森の大切さについて、紙芝居の実演、キノピーとの握手、記念撮
影をします。

幼稚園及び保育所 無料

指定された期日 指定された日

紀の国ふるさとづくり協議会事務局各支部（県内各振興局林務課）

４２カ所、３，２６６名の幼児・園児が参加（Ｈ２６年度）

http://www.pref.wakayama.lg.jp/ka_shitsu/index.html#a12
申込先

問い合わせ先

（県）訪問サポート（理科出前授業）

時期、内容について問い合わせてください。 通年

（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496

花王エコラボミュージアムの内容に準じた内容について出前授業を行います。

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/
申込先

問い合わせ先

www.kao.com/jp/corp_info/factories_19.html
申込先

問い合わせ先

指定された期日

㈱花王エコラボミュージアム　073-426-1285　和歌山市湊1334　花王株式会社 和歌山工場内

通年（指定された期日）

県内の小中学校

講義 親しむ・知る 温暖化 自然 

講義 親しむ・知る 地域づくり 

体験 自然 親しむ・知る 

体験 講義 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

体験 講義 親しむ・知る 自然 

ごみ 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１３３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１３４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(かつらぎ町) ごみ分別収集出前授業

小学校・中学校へ赴いて、ごみ分別収集について授業をすることで、子供たちに分別することが
いかに環境に対して優しいことかを学んでもらいます。

小中高校生（学校単位で申し込む） 無料

随時 随時

かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　(内線  2231 / 2232 )

　26年度　小学校（1件）・中学校（1件）         27年度　小学校（1件）

(他)省エネ診断・ 節電診断（無料）

工場、ビル、店舗、役所、学校等の省エネ・節電を推進するため、診断専門員を無料で派遣し、
診断後に診断結果報告書の提出ならびに結果の説明会を実施いたします。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

一般の事業所、工場、自治体、学校、老健施設など 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6539-7515  大阪市西区新町1-13-3

平成２７年度は、補助金活用を目的とした診断も含め、１１０件以上の診断実績があります。

(他) 省エネ・節電説明会への講師派遣（無料）

申込先
問い合わせ先 http://www.eccj.or.jp四ツ橋ＫＦビル８Ｆ

企業、事業所、役所、自治会、学校等での省エネ・節電説明会に無料で講師を派遣します。詳し
くはホームページをご覧ください。

一般の事業所、自治体、学校など 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

一般財団法人 省エネルギーセンター近畿支部　06-6539-7515  大阪市西区新町1-13-3

講師の派遣は無料ですが、会場費等その他の費用は主催者でお願いします。

申込先
問い合わせ先

和歌山県地球温暖化防止活動推進センター（NPOわかやま環境ネットワーク）　073-499-4734

http://wenet.info/wp/

申込先
問い合わせ先 四ツ橋ＫＦビル８Ｆ http://www.eccj.or.jp

ご希望される日時（応相談） 随時

開催日や内容などのご相談を承ります。上記までご連絡くださいませ。

(N) 「気候変動とエネルギー」について学べる出前講座

気候変動（地球温暖化）とエネルギーをテーマにした出前講座です。エネルギーの使い方を工夫
して、地球にも家庭にもやさしい暮らし方のヒントを学ぶことができます。小学生・中学生・親子・
大人対象など、集まる方々や規模に合わせてコンテンツをご用意いたします。

どなたでも 無料

ごみ 体験 講義 親しむ・知る 

体験 親しむ・知る 温暖化 

体験 親しむ・知る 温暖化 

紀北 

体験 親しむ・知る 温暖化 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１３７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１３９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(国) 水生生物調査

河川・用水路などの身近な水辺で水生生物（指標生物）調査による水質判定を行います。
報告してもらったデータをもとに河川の水質調査マップを作成して、公表します。

どなたでも 無料

随時 通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690

例年６月から９月 調査キットが届き次第

県庁環境生活総務課　073-441-2670

申込者には、調査キット（パンフレット、虫めがね、ピンセット等）を進呈、調査結果は要報告
539人（Ｈ２７年度）、573人（Ｈ２６年度）

(県) 紀州エコかるたの貸し出し

(県) 環境教育用ビデオ・ＤＶＤ〔３３作品〕の貸し出し

和歌山県内の一般、小中学校等における環境教育に活用できるビデオ・DVDの貸出情報です。

どなたでも 無料

随時 通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2690

ビデオ・ＤＶＤ（３３作品）の内容一覧は資料編（P85）をご覧下さい。

(県) 和歌山環境白書

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

本県の環境の状況と環境の保全に関する施策を取りまとめた和歌山県環境白書を毎年作成し
ています。PDFデータを用意していますのでダウンロードしてください。

どなたでも 無料

通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2670

(県) わおん通信

年４回発行で、和歌山県の環境活動情報を中心に温暖化防止に関する活動などをレポートして
います。PDFデータを用意していますのでダウンロードしてください。

どなたでも 無料

県庁環境生活総務課　073-441-2670

ＰＤＦデータダウンロード先：http://wenet.info/wp/implement/infomation/waon-tsushin

随時 通年随時

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/index.html
申込先

問い合わせ先

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

和歌山の自然資産や環境課題などについてわかりやすく勉強できるようにと、「紀州エコかるた」
を作成しました。

どなたでも 無料

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/hakusyo/

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

ごみ 親しむ・知る 温暖化 自然 

体験 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

体験 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

ごみ 親しむ・知る 温暖化 自然 

体験 温暖化 親しむ・知る 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１４２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１４４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１４５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

Ｎｏ．１４６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

(県) 和歌山県情報館〔県のホームページ〕

環境教育、環境保全活動全般に関する様々な有益情報をや本県の環境保全の施策に関する情
報を掲載しています、どうぞ、ご活用下さい。URLは下記のとおりです。

どなたでも 無料

申し込み不要 通年随時

県庁環境生活総務課　073-441-2670

(県) わかやま何でも帳

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

通年 通年

和歌山の歴史や自然、文化、活躍した先人など「ふるさと和歌山」のすばらしさが数多く掲載され
ています。地域での環境学習やふるさと教育に役立ちます。

どなたでも １冊 800円＋消費税

県庁文化国際課　073-441-2050（販売について）
県教育委員会義務教育課　073-441-3662

県内の主な書店で平成２８年３月より、改訂版を販売します。

(和歌山市) エコワット（簡易型電力量表示器）の貸し出し

地球温暖化防止に向けた市民の皆さんの取組を促進するため、エコワット（簡易型電力量表示
器）の無料貸し出しを行っています。
和歌山市内に住所を有する方、または市内に通勤・
通学している方。

無料

わかやま環境学習プログラム（小学校指導者用・中学校指導者用）に基づいて、県内の小中学
校で実施された環境学習の実践報告書です。各学校や関係団体には配布済みですが、下記
URLからダウンロードできます。

和歌山市 環境政策課　073-435-1114

平成２６年度利用者３８人

(県) わかやま環境学習プログラム、小学校指導者用・中学校指導者用

環境教育を効果的に進めるために、発達段階に応じた環境学習のための教師用指導書を作成
しました。学校をはじめ、家庭や地域、事業所、民間団体等における環境学習の場においてもぜ
ひ、参考にしてください。各学校や関係団体には配布済みですが、下記URLからダウンロードで
きます。

どなたでも 無料

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

次のURLからダウンロードができます。

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申し込み不要 随時

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/study/4_05/4_05.html
活動実績・その他

申し込み不要 随時

県庁環境生活総務課　073-441-2670

次のURLからダウンロードができます。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/wkgprogramme/wkgprogram.html

活動実績・その他

県庁環境生活総務課　073-441-2670

無料どなたでも

(県) わかやま環境学習プログラムモデルスクール研究成果報告書

体験 自然 親しむ・知る 

ごみ 親しむ・知る 温暖化 自然 

ごみ 親しむ・知る 温暖化 自然 

ごみ 親しむ・知る 温暖化 自然 

体験 自然 親しむ・知る ごみ 

体験 親しむ・知る 紀北 温暖化 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１４７

内容

対象 費用

申し込み期間

活動実績・その他

Ｎｏ．１４８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１４９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(国) 全日本中学生水の作文コンクール.

「水の週間」の行事の一環として、水資源の有限性や水の貴重さ等について理解を深めるため、
次代を担う中学生を対象に作文コンクールを実施しています。

指定された期日 実施時期 ８月１日～７日(水の週間)のいずれかの日に表彰式を実施

(国) 「河川愛護月間」絵手紙募集

中学生 無料

県庁地域政策課　073-441-2423

http://www.mlit.go.jp/river/aigo/
申込先

問い合わせ先

申込先
問い合わせ先

「河川愛護月間７月１日～３１日」における広報活動の一環として、日頃河川とかかわる中で感じ
た川に対する思い出や思い、イメージをはがきに絵と文章で描く「絵手紙」を広く募集します。

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020200/mizu/sakubun.html
申込先

問い合わせ先

平成２６年度は６６０編、平成２７年度は７９０編の応募があり、優秀賞受賞者（３名）の表彰式を
水の週間に合わせて実施

和歌山の森の恵みと山村に対する理解と関心を深めていただくために絵画コンクールを実施し
ます。

幼児（4歳児から）・小・中・高・特別支援学校生

小中高生～一般

優秀作品は国から表彰されます。

(県)きのくに川の日絵画コンクール

県では５月２９日を「きのくに川の日」として定め、絵画コンクールを実施しています。

県庁林業振興課　073-441-2991

(県)「わかやまの山村」絵画コンクール

各学校に募集要領を配布します。県内１２３校（園）から１，４５０作品が応募（H２７年度）

指定された期日 指定された期日

小中学校生 無料

指定された期日 指定された期日

各学校にポスター、募集要項を配布します。

(N) わかやま「節電所」建設プロジェクト

申込先
問い合わせ先

県庁河川課　073-441-3131

わかやま「節電所」建設プロジェクトとは電力使用量が増える７月から９月、電気を無駄 なく上手
に使い. 暮らし方も工夫してあなたのお家を「節電所」に変えるチャレンジです。地球にもお財布
にもやさしいプロジェクト。 すばらしい取組に表彰もあります。

どなたでも 無料

指定された期日 随時

http://wenet.info/wp/
わかやま「節電所」建設プロジェクト事務局（NPOわかやま
環境ネットワーク）　073-499-4734

ご家庭の電気使用量や節電の工夫等を申し込みはがきに記入し、送っていただきます。

指定された期日 指定された期日

無料

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070600/070800/yama19/yamaindex.html

無料

国土交通省水管理・国土保全局治水課　03-5253-8111

体験 親しむ・知る 温暖化 

親しむ・知る 自然 

親しむ・知る 自然 

親しむ・知る 自然 

親しむ・知る 自然 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１５２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１５３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１５５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(県) エコティーチャー養成研修会

県内の公立学校教員を対象に、環境教育に対する理解を深め、各教科等を通して児童生徒の
環境に対する意識を高める指導について研修します。

県内の小中高校の教員 無料

指定された期日 指定された期日

申込先
問い合わせ先

県教育委員会義務教育課　073-441-3662

(県) 訪問サポート（理科出前講座）

観察実験指導法の講習　①顕微鏡観察　②電気に関する実験　③水溶液に関する実験　　④地
震に関する実験　⑤消化に関する実験 　⑥野外観察（地層・岩石等）

県内の小学校教員 無料

「エコ・クッキング」は東京ガス㈱の登録商標です。授業等で活用する場合は指導者養成講座を
受けてライセンスを取得する必要があります。

時期、内容について問い合わせてください。 通年

（県）教育センター学びの丘　0739-26-3496

年間１０回程度

（民）大阪ガス「エコ・クッキング指導者養成講座」

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/

指定された期日 冬（指定された期日）

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

指定された期日 指定された日

大阪ガス（株）近畿圏部　南部地域共創チーム　072-238-2312　堺市堺区住吉橋町2丁2番19
号

http://shirasaki.pya.jp

申込先
問い合わせ先

年間各１回実施、２０名参加（H２６年度）、１６名参加（H２７年度）

リーダー研修、レクレーション講座、野外炊飯講習、応急手当講習等を習得します。

「食」を通して、「身近な題材で、環境問題を体験的に楽しく学ぶ」というコンセプトのもと、買い物
から料理、片づけに至るまでの一連の流れを通して環境に配慮する食生活を提案します。

小学校教員、栄養士 有料

(県) 白崎青少年の家「ジュニアリーダー育成特別講座」

小学３年生～中学１年生 有料（材料費等）

体験 講義 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

体験 講義 親しむ・知る 温暖化 自然 

体験 講義 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

体験 講義 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 紀中 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１５６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１５９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

指定された期日 冬（指定された期日）

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

(県) 潮岬青少年の家「レクリエーション講座」

レクリエーション技術、野外活動技術等を習得します。

１６歳以上 日帰り

http://omoshiro-yh.com/

(国) 北大和歌山研究林・教員免許状更新講習「南紀熊野における森林実習」
（教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項　18時間）

受講申込費用18000円、宿泊等の
費用7000円

本講習は北海道大学・和歌山研究林において２泊３日で実施しています。森林がもつ多角的な
機能・サービスに関して、実際の森林に入り、林業作業や野外調査、木工作などを体験すること
で理解を深めます。その上で、野外における授業計画を実際に立案しプレゼンします。担当科目
によらず、野外における教育活動に強い関心のある教員を受け入れています。

申込先
問い合わせ先

指定された期日

県庁農業環境・鳥獣害対策室 　073-441-2905

教員免許状更新が必要な教諭（定員12名）

年間１回実施１７名参加(H２６年度)

http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html

申込先
問い合わせ先

年間４回程度実施、３０７名参加（Ｈ２６年度）、３４１名参加（Ｈ２７年度）

(県) エコ農業推進研修会

土づくりを基本とした化学肥料や化学合成農薬に頼らない、環境にやさしいエコ農業を推進する
ことを目的として実施しています。

農業従事者、ＪＡ、市町村行政関係者等 無料

春夏秋（指定された期日）

県庁技術調査課　073-441-3084

現地研修会年間４回開催、１１２名参加、エコ農業研修会年間１回、７７名参加（Ｈ２７年度）

指定された期日

(県)自然にやさしい技術者認定制度

無料

指定された期日

指定した期日 指定した期日（８月上旬）

教員免許状更新講習の申し込み手続きに従って申し込んで下さい。和歌山研究林に直接申し込
むことはできません。講習内容に関する問い合わせは、北海道大学・和歌山研究林まで　0735-
77-0321　古座川町平井559

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/071400/index.html
申込先

問い合わせ先

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/sizenkankyou/index.html
申込先

問い合わせ先

自然環境に関する知識・技能を高めた技術者を育成、認定し、環境に配慮した公共事業を実施
します。

公共事業関係者

講義 親しむ・知る 温暖化 自然 

ごみ 講義 親しむ・知る 温暖化 自然 

体験 

体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 宿泊 体験 自然 親しむ・知る 紀南 

体験 講義 親しむ・知る 温暖化 自然 紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１６０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１６１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１６２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１６３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

　　　　　　　　　　　　　

(他) グリーン購入ネットワークへの加入

グリーン購入ネットワーク（GPN）の会員は趣旨に賛同する全国の企業 ・ 行政 ・ 消費者（民間団
体）で構成されています。全国で２６５７団体が加入済み。

企業、行政、民間団体、地域団体など 無料

指定された期日 通年（指定された期日）

グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030　東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16　馬喰
町第一ビル9F

グリーン購入とは、必要性を十分に考え、環境に与える負荷ができるだけ小さい製品の優先的
購入を進める活動、全国的な組織です。

　　　　　　　　　　　　　

有田市立糸我小学校 「田んぼの学校～アイガモ農法で稲作体験」

橋本市立紀見小学校　「資源リサイクル活動」

 「車イスを寄贈しよう」という目標を掲げて、２０年以上にわたりアルミ缶回収に取り組む同校。あ
わせて、環境教育の一環で牛乳パックやプリンタのインクカートリッジ回収も実施。また、登校
時、通学路に落ちている空き缶やゴミを回収するクリーン作戦も展開し、住民からは「ありがとう」
と感謝の声かけが多数あり、児童の活動の励みになっています。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

橋本市立紀見小学校　0736-32-1522　橋本市柿の木坂25-1

糸我地区青少年育成会と連携し、昔ながらの稲作～種まき、苗取り、田植え、草取り、稲刈り、脱
穀を子どもたちが体験、除草剤を使わない「アイガモ農法」にも取り組んでいます。地域清掃活動
や空き缶のリサイクルでごみと環境問題についても学習しています。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

第14回環境美化教育優良校等表彰事業において、全国の小・中学校の中から優良校に選ばれ
ました。第10回わかやま環境賞受賞。

有田市立糸我小学校　0737-88-7116

随時

和歌山県地球温暖化防止活動推進センター（NPOわかやま
環境ネットワーク）　073-499-4734

http://wenet.info/wp/

詳しい案内資料を送ります。上記までご連絡ください。

指定された期日

(県) 和歌山県地球温暖化防止活動推進員・養成講座

県内に在住、または勤務されている１８歳以上が対象。地球温暖化の現状と今後の活動につい
てのガイダンスを聞くことができます。当講座受講後、一定期間の活動によって和歌山県知事よ
り正式な推進員として委嘱されます。

http://www.gpn.jp/index.html

１８歳以上の県内在住者／通勤者 無料

申込先
問い合わせ先

小学校の取組 自然 

体験 親しむ・知る 温暖化 ごみ 

紀中 

小学校の取組 ごみ 紀北 

体験 親しむ・知る 温暖化 ごみ 講義 

ごみ 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１６４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１６５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１６６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１６７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

　　　　　　　　　　　　　

那智勝浦町立下里小学校　「ウミガメを守ろう！」

ウミガメ産卵場所（下里大浜海岸）の環境保全活動、卵の保護及び孵化したウミガメの育成、観
察、放流等の活動を実施。５学年を中心に計画・実施をしている。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 春～秋にかけて

那智勝浦町立下里小学校　0735-58-0021

東京大学海洋教育センター事業の海洋教育実践校。

　　　　　　　　　　　　　

和歌山県立向陽中学校　「環境学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（第１・第２・第３学年）　

環境学Ⅰ：身近な地域の地質、水質、ごみ等を調査し、ポスターセッションによる発表を行いま
す。環境学Ⅱ：大気・エネルギー・環境保全について自ら課題を設定し、ＰＣを活用したプレゼン
テーションを行います。環境学Ⅲ：地球規模の環境問題をテーマにディベート学習を実施し、卒業
論文を作成します。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

和歌山県立向陽中学校　073-471-0070

2013地球にやさしい作文・活動報告コンテスト「イオン環境財団学校賞」受賞

　　　　　　　　　　　　　

広川町立津木中学校　「ホタルの保護・研究活動」

全校生徒による平成元年からの取組みで、その主な内容は、広川の水生生物調査、ホタル保護
看板設置、ホタル幼虫放流会、ホタル飛翔数調査、環境学習発表会です。また、保護者・地域と
の連携による資源回収（年２回）を実施しています。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

広川町立津木中学校　0737-67-2102

環境省「こどもホタレンジャー」環境大臣賞受賞

　　　　　　　　　　　　　

印南町立稲原中学校　「稲中農業を通じて地域とつながる」

ふるさとの豊かな自然に感謝し、地域との信頼関係を深める農業体験学習。収穫した餅米で６０
００個の餅をつくり地域にふるまうことなどを通して、生徒たちは地域の一員としての誇りを実感し
ています。またグループで好きな野菜を育て、直売所に並べる地産地消など、生徒の主体性を重
んじるのが特徴です。

見学の時期や内容はあらかじめ問い合わせて下さい 通年

印南町立稲原中学校　0738-44-0007

県教育委員会主催　平成２１年度・２５年度ふるさとわかやま学習大賞
ＪＡ和歌山中央会・県主催　第２１回県農業教育賞最優秀賞受賞

小学校の取組 自然 

中学校の取組 自然 

中学校の取組 自然 

中学校の取組 自然 

紀南 

紀北 

紀中 

紀中 

ごみ 温暖化 

ごみ 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１６８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１６９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１７０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１７１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

和歌山県立紀北工業高等学校　「ものづくり研究部ソーラーカーレース」

和歌山県立和歌山高等学校　「チューリップフェスタ」

校内に植えられたおよそ１万５０００本のチューリップを眺めながら、音楽部の演奏や抹茶などが
楽しめる「チューリップフェスタ」が開かれます。秋には生徒、育友会、地域住民で球根を植え、学
校をあげて育てます。

どなたでも

第６回わかやま環境大賞受賞

(県) わかやま道路パートナー事業

ソーラーカーレース鈴鹿やマイコンカー全国大会など、多くの大会で素晴らしい成績を残していま
す。

和歌山県立粉河高等学校「KOKO塾～学びの郷・環境を生かす、環境と生きる」

”自然とつながり、人と繋がる”を活動テーマとし、堆肥づくり、堆肥を利用した農業・野菜作り、干
潟の環境調査、化石採集調査等を実施しています。

.

春（指定された期日）

時期を問い合わせて下さい 随時

和歌山県立紀北工業高等学校　　0736-32-1240

和歌山県立粉河高等学校　　　0736-73-3411

時期を問い合わせて下さい

長年、ソーラーカーや電気自動車の技術開発に取り組み、地球温暖化防止に貢献したとして、環
境大臣表彰を受賞。部員は放課後や土曜・日曜日を利用して、ソーラーカーや電気自動車・マイ
コンカー・電子工作の設計・開発にチャレンジ。エネルギーの有効利用や省力化などを進めると
同時に、古い部品を組み合わせるなどしてリサイクルにも努めています。

どなたでも

時期を問い合わせて下さい 春（指定された期日）

和歌山県立和歌山高等学校　　　073-477-3933

平成２７年４月４日４８３名来場。平成２６年４月５日６４６名来場。

団体参加 ： ２７団体、沿道住民等参加 ： ６８軒　（Ｈ２７年度）

申込先
問い合わせ先

随時 活動計画書に基づく

県庁道路保全課　073-441-3111

県が管理する道路を美しく快適なものとするため、参加者と県がパートナーとなり、参加者は清
掃、花の植栽等の活動を行い、県がその活動を支援します。

どなたでも 無料

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080300/jumin.html

行動する・広げる 体験 自然 

高校の取組み 自然 

高校の取組み 温暖化 

高校の取組み 自然 

紀北 

紀北 

紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１７２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

県内で活動する、河川環境保全活動に対し意欲のある自治会、企業、学
校、ＮＰＯ等の団体（その目的及び活動が公序良俗に反しないこと）
・１年間以上の期間、継続的に河川環境保全活動に取り組むことのでき
る団体

申し込み不要 夏（指定された日）

県庁環境生活総務課　073-441-2670

環境省が実施主体です。http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/

登録15団体

(県) ライトダウンキャンペーン

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

６月の｢環境月間｣にあわせて啓発活動を実施。（H２７年度：９か所、H２６年度：９か所）

県内のスーパー等の店頭において、お客様に「ポケットティッシュ」や「携帯用マイバッグ」を配布
し、レジ袋削減の呼びかけを行います。

どなたでも

(県) 環境にやさしい買い物キャンペーン

『環境にやさしい商品の購入』、『買い物袋（マイバッグ）の持参』などを消費者に呼びかけていた
だきます。消費者への具体的な呼びかけ方法は、それぞれの店舗で自由に行ってください。

事業者・企業 事業者が負担

県庁環境生活総務課　073-441-2670

(県) スマイルリバー事業

自治会、企業、学校、ＮＰＯなどの団体が、県の管理している川の一定区間で、草刈り、清掃、花
の栽培などの環境美化活動を行い、この活動に対して県が活動物資等の支援を行う事業です。

県庁河川課　073-441-3132

例年、夏至の日と七夕の2日間に実施。夜8時から10時までの2時間、全国のライトアップ施設や
各家庭のあかりの「ライトダウン」を通じ、より一層の温室効果ガスの削減を呼びかけます。

どなたでも 無料

通年 通年

無料

申し込み不要 春夏（指定された日）

県庁環境生活総務課　073-441-2670

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/adopt/adopt.html

(県) レジ袋削減キャンペーン

指定された日 秋（指定された日）

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

行動する・広げる 体験 温暖化 

行動する・広げる 体験 ごみ 

行動する・広げる 体験 ごみ 

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１７６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１７８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１７９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１８０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(県) 紀北青少年の家「こおるどフェスタin紀北」

地域に密着した施設運営の一環として子どもからお年寄りまで誰でもが楽しめる住民参加型の
冬季大祭、木工クラフト、野菜即売、フリーマーケット、舞台発表などの大きなイベントです。

どなたでも 無料

申し込み不要 Ｈ29年２月5日（日）

県立紀北青少年の家　0736 22-5530　伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3

年間１回開催、２５００名参加（Ｈ２７年度）

(和歌山市・N) 和歌山県友ヶ島みんなで島のゴミ拾い！

和歌山市友ヶ島での海岸漂着ごみ拾い

どなたでも 無料（船賃別）

http://www.kihokuseisyounen.com/
申込先

問い合わせ先

指定された期日 春（指定された期日）

和歌山市まちづくり局まちおこし部観光課　073-435-1234　和歌山市七番丁２３番地
NPO 法人ゴミンゴ・ゴミ拾いネットワーク　info@gomingo.jp

年間１回実施

(和歌山市)  一万人大清掃

http://www.gomingo.jp

申込先
問い合わせ先

市民の皆様や、各企業、各種団体に参加していただき、市内の全４２地区において清掃活動を
実施します。

どなたでも

申し込み不要 秋（指定された期日）

和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１

年間１回実施、１５，８７２人（Ｈ２６年度）

(和歌山市)  内川全域一斉清掃

一万人大清掃と同日に内川５河川（市堀川・大門川・真田堀川・有本川・和歌川）の清掃活動を
実施します。

どなたでも

申し込み不要 秋（指定された期日）

和歌山市役所　自治振興課　０７３－４３５－１０１１

年間１回実施、２，４８０人（Ｈ２６年度）

(和歌山市) アダプション・プログラム

市民が市内に存する公園等の里親となり、当該公園等の清掃等を自主的に行う制度です。

どなたでも

随時 通年

和歌山市　自治振興課　０７３－４３５－１０１１

登録団体４３団体　参加人数１，２５２人（Ｈ２６年度）

行動する・広げる 体験 見学 自然 

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

紀北 

紀北 

紀北 

紀北 

紀北 

“エコナビわかやま”～和歌山県環境学習・環境保全活動の手引き　　77

http://www.kihokuseisyounen.com/
http://www.gomingo.jp/


“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１８１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１８２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１８３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１８４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１８５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(和歌山市) 環境出前講座 　　　　　　　

和歌山市の団体（自治会・学校など） 無料

和歌山市 環境政策課　073-435-1114

通年

(岩出市) クリーン缶トリー運動イン岩出

「河川愛護月間」の７月の第２日曜日に市内５会場において、河川等の清掃活動を通じて、環境
美化運動への認識や海岸漂着物等の問題について理解を深めていただきます。

(和歌山市) 環境保全講演会

環境保全の必要性を広く啓発することを目的として、環境保全講演会を開催します。

どなたでも 無料

指定された期日 指定された期日

和歌山市 環境政策課　073-435-1114

年間１回実施　

環境に関連した任意のテーマ（生活排水対策・節電など）で講座を行います。

平日・休日実施可能

通年

どなたでも 無料

申込み不要 ７月の第２日曜日

市生活環境課　0736-62-2141　岩出市西野２０９番地

年間１回実施、1,568名参加(H26)、1,796名参加(H27)

http://www.city.iwade.lg.jp/

(岩出市) 岩出駅周辺環境浄化パトロール

岩出駅周辺の清掃と下校児童、生徒、学生へのあいさつ活動を行う。

青少年市民会議、更生保護女性会、保護司
会、ＰＴＡ連合会、小中学校ほか（どなたでも）

無料

毎週月曜日の16時から17時

市総務課・市教育総務課　0736-62-2141　岩出市西野２０９番地

平成２６年度４０回実施、平成２７年度３９回実施予定

(岩出市) 校区の清掃活動及びリサイクル活動（事業名は各校で異なる）

各学校において、校区や校区内の清掃活動を行ったり、古紙や缶などのリサイクル活動を行う。
また、ペットボトルのキャップを回収し、ユニセフに送り、ポリオワクチンに活用します。

ＰＴＡ、児童、生徒、教員、地域住民ほか（どなたで
も）

無料

学校により異なる

岩出市内の各小中学校

平成２６年度７校、平成２７年度７校で実施

申込先
問い合わせ先

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

行動する・広げる 体験 ごみ 

行動する・広げる 体験 ごみ 

講義 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 紀北 

紀北 

紀北 

紀北 

講義 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１８６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１８７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１８８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１８９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１９０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(かつらぎ町) もったいない運動

　「もったいないの心」を広め、ごみの減量に努めることを趣旨とした"もったいない運動推進協議
会"主催の講演会等及びリサイクル市を実施します。

同協議会委員および町民 無料

貴志川（旧野上町エリア）の河川清掃を毎年7月頃行い、紀美野町の環境や自然について話し合
う交流事業

どなたでも 無料

リサイクル市（１１月）

かつらぎ町役場　生活環境課　 0736-22-0300　( 内線 ； 2231 / 2232 )

26年度　講演会（1回）・リサイクル市（1回）　　　　27年度　視察研修（1回）・リサイクル市（1回）

(紀美野町) がたろ大作戦

(紀美野町) 美里河川一斉清掃

紀美野町を流れる貴志川と真国川の河川環境保全のため、旧美里町地域において河川の清掃
活動を行います。

指定された日 ７月

リバーサイドフェスティバル実行委員会（紀美野町教育委員会生涯学習課内　073-489-5915）

年1回実施　250名参加（平成27年度）　※平成26年度は増水のため中止

美里河川愛護会事務局（紀美野町役場美里支所住民室　073-495-3464）

年1回実施　123名参加（平成26年度）・118名参加（平成27年度）

どなたでも 無料

指定された日 毎年８月下旬

(有田市) 有田川クリーン作戦

有田川沿い、市内海岸沿いの環境美化（清掃）

どなたでも 無料

5月、6月 夏・指定された期日

有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111

年1回実施、約1000名参加

(有田市) もっとの会　おそうじクラブ

河口干潟の絶滅危惧種生息地の環境保全（清掃）

どなたでも 1家族300円（保険料含む）

随時 指定された期日

有田市役所　市民福祉部　生活環境課　0737-83-1111

毎月1回実施、約300名参加

ごみ 講義 行動する・広げる 体験 

行動する・広げる 体験 ごみ 

行動する・広げる 体験 ごみ 

自然 

自然 

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

紀北 

紀北 

紀北 

紀中 

紀中 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１９１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１９２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１９３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．１９４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１９５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(湯浅町) 栖原海岸清掃活動

栖原海岸の清掃及びごみ収集をします。

どなたでも 無料

申込不要 ７月の指定した日

湯浅町役場 住民環境課  0737-64-1102

年１回実施、９０名参加（平成２６年度）　※２７年度は天候不良で中止

(湯浅町) 「道路ふれあい月間」紀州路クリーン大作戦

毎年町内の地域を選定し、道路の清掃及び草刈をします。

どなたでも 無料

申込不要 8月の指定した日

湯浅町役場　建設課　管理係　0737-64-1124

年１回実施、２２３名参加（平成２７年度）　１１９名（平成２６年度）

(県) 白崎青少年の家「すいせん祭り」

(白浜町) 環境問題を考える講演会

年間１回開催、約１,８００名参加（Ｈ２６年度）、約１,２００名参加（H２７年度）

どなたでも 無料

申し込み不要 冬（指定された日）

白崎青少年の家　0738-65-2351　日高郡由良町大引961-1

白浜町環境保全協議会事務局　白浜町生活環境課　0739-43-6586　西牟婁郡白浜町１６００

年間1回実施　平成26年度実績70名　平成27年度実績55名

(白浜町) ごみと環境フェア

毎年環境月間に開催しているイベント。地球温暖化に関するパネル展示や、環境保全に取り組
む企業による展示など。リサイクルバザーや環境に関するセミナーも開催しています。

様々な分野の環境問題をテーマに、講演会を毎年開催しています。

どなたでも 無料

申し込み不要 指定された期日

どなたでも 無料

申し込み不要 指定された期日

ごみと環境フェア実行委員会事務局　白浜町生活環境課 0739-43-6586  西牟婁郡白浜町
1600

平成26年度実績（参加人数389名）　平成27年度実績（参加人数576名）

http://shirasaki.pya.jp
申込先

問い合わせ先

すいせん鑑賞、竪穴式住居体験、陶芸体験、クラフト体験、おもしろサイエンス、ピザづくりなど盛
りだくさんのイベントです。

行動する・広げる 体験 見学 自然 

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

行動する・広げる 体験 見学 温暖化 自然 ごみ 

講義 親しむ・知る 温暖化 自然 ごみ 

紀中 

紀中 

紀中 

紀南 

紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．１９６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１９７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１９８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．１９９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２００

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(白浜町) クリーングリーン

大崎海岸から日置大浜までの清掃活動、花の苗植え作業、通学路の清掃活動

青少年育成町民会議日置地区協議会　0739-52-2300

年１回開催（Ｈ27年度実績281名）

どなたでも 無料

指定された期日 １２月上旬

夏（指定された期日）

いつでも 年５回の一斉美化活動

連絡先　090-8938-5730  FAX:0739-43-0664　西牟婁郡白浜町890-19

年５回の美化活動 　１回の活動参加人数８～1０名

(白浜町) 住民団体　白浜愛創会 〔歩道の清掃活動〕

白浜町堅田、藤島バス停～元白浜警察署跡地～霊泉橋迄約１キロの歩道の美化活動

どなたでも　（現会員２０名） 月２５０円　年間一括３０００円

すさみ町社会福祉協議会　0739-55-4104

年１回実施、１４０名参加（平成２４年）

(古座川町) 古座川クリーンキャンペーン

(すさみ町) ふれあいクリーン大作戦

すさみ町内の海水浴場及び周辺の清掃活動を行います。

指定なし 無料

指定された期日

古座川町役場　総務課　0735－72－0180　 東牟婁郡古座川町高池673-2

年１回実施。H27年度は79名参加。

(県) 潮岬青少年の家 「おもしろらんど春祭り」「おもしろらんど夏祭り」

河川、道路沿いなどのゴミ拾い

町民の方 無料

特になし 例年７月第１日曜日

地域に密着した施設運営の一環として子どもからお年寄りまで誰でもが楽しめる住民参加型の
夏季大祭、木工クラフト、フリーマーケット、舞台発表、民謡踊りなどの大きなイベントです。

どなたでも（小３以下は保護者同伴） 無料（一部有料）

指定された期日 夏・H28年8月27日・土　　春・H29年2月26日・日

潮岬青少年の家　0735-62-6045　東牟婁郡串本町潮岬669

年間各１回実施

http://omoshiro-yh.com/
申込先

問い合わせ先

体験 親しむ・知る 体験 自然 親しむ・知る 体験 親しむ・知る 体験 行動する・広げる 

行動する・広げる 体験 ごみ 

行動する・広げる 体験 ごみ 自然 

自然 

行動する・広げる 体験 ごみ 自然 

行動する・広げる 体験 ごみ 自然 

紀南 

紀南 

紀南 

紀南 

紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２０１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０３

内容

対象 費用 無料

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

学校などと森林管理署長などが協定を結び、様々な体験活動を行うフィールドとして国有林が継
続的に利用できます。学校教育における総合学習などで、森林の利用を通じた環境教育の場と
して利用していただけます。

団体

(国) こどもエコクラブ

こども達（３歳～高校生）が家庭や学、地域で自然観察やリサイクル活動、温暖化を防止する全
国活動、全国の仲間と交流し、集まるイベントがあります。

どなたでも 無料

随時 随時

県庁環境生活総務課　073-441-2670

登録クラブ数・人数：全国2102団体、119509人／和歌山県7団体、139人 （Ｈ２7年度）

(国) 協定締結による国民参加の森林づくり

和歌山署管内 協定締結数４団体

(国) こどもホタレンジャー

環境省がホタルを守るこどもたちの活動を「こどもホタレンジャー」と名付けました。川辺や水質の
自然環境を守る活動を募集しています。

指定された期日 指定された期日

小中学生の団体、グループ、NPO/NGOで子どもが中心となって活動して
いる団体、ホタルや底生動物等、水辺に生息する生き物の観察・保全活
動を行っている団体

（環境省）こどもホタレンジャー事務所　　年度によって事務所が変更になるため、連絡先はホー
ムページで確認して下さい。

顕著な活動は環境省が表彰、普及します。

(県) 企業の森事業

森林環境保全に様々なかたちで取り組んでいただく企業等の環境貢献活動のフィールドを提供
し県内の森づくりを推進しています。

企業 各企業で負担

https://www.eeel.go.jp/water-project/hotaranger/2015/

申込先
問い合わせ先

随時 随時

県庁森林整備課　073-441-2973

「企業の森」事業参画企業数６５社（Ｈ２６年度末）
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/kig_mori/kig_mori.html

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/wakayama/
申込先

問い合わせ先

各団体で負担

随時 随時

（林野庁）和歌山森林管理署　0739-22-1460　田辺市新庄町2345-1

夏休み期間

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/
提出数3867人（Ｈ２７年度）、優秀賞250点を選出、県内8か所で展示。

(県) わかやまこどもエコチャレンジ

家族と一緒に「節水」「節電」「ごみ削減」等の省エネ活動にチャレンジしてもらいます。活動の様
子を記した活動レポートを募集します。優秀なレポートを選出・表彰・展示します。

県内小学４・５・６年生 無料

申込先
問い合わせ先

県庁環境生活総務課　073-441-2670

行動する・広げる 体験 温暖化 自然 ごみ 

行動する・広げる 体験 自然 

行動する・広げる 体験 自然 森林 

行動する・広げる 体験 自然 森林 

行動する・広げる 体験 温暖化 ごみ 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２０６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２０９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

http://event.yomiuri.co.jp/jssa/
申込先

問い合わせ先

（他）和歌山県工場環境緑化協会

和歌山市内の嘉家作モデル緑地帯の桜の維持管理や会員企業の工場の緑化推進活動をして
います。

企業等 会員で負担

随時 随時

和歌山県工場環境緑化協会事務局（県庁企業振興課内） 073-441-2757

どなたでも

(他) 日本水大賞

「安全な水、きれいな水、おいしい水にあふれる日本と地球をめざし、水循環系健全化に寄与す
る」との目的で水環境保全活動を表彰します。日本水大賞委員会が主催、環境省や農林水産省
など7省や、治水・環境団体などが後援。

どなたでも 無料

指定された期日 指定された期日

公益社団法人日本河川協会　03-3238-9771　東京都千代田区麹町2-6-5　麹町E.C.Kビル

水大賞の副賞は大臣賞５０万円、グランプリ２００万円です。

(県) わかやま環境賞

http://www.japanriver.or.jp/taisyo/ 3F

平成１４年度から実施、第１回～第１４回まで実施済み

(民) コカ・コーラ環境教育賞

コカコーラ教育・環境財団主催、環境ボランティア活動の助成・支援を通して、環境教育・環境保
全活動を促進するため、２０年にわたり、活動が顕著である団体・個人を顕彰しています。

小中高校生 無料

指定された期日 指定された期日

公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団　03-5410-4994

副賞は、活動表彰部門：優秀賞１０万円大賞５０万円　次世代支援部門：優秀賞３０万円大賞１００万円　

(他) 日本学生科学賞

http://www.cocacola-zaidan.jp/
申込先

問い合わせ先

読売新聞社主催、日本科学技術振興機構共催、日本で最も伝統のある中学・高校生のための
科学研究 コンテスト、1957年に創設、毎年全国から１万点以上の応募があり、各都道府県ごと
の地方審査で選ばれた優秀作品が、中央審査に進みます。

中学・高校生 無料

指定された期日 指定された期日

読売新聞和歌山支局　073-422-1144　和歌山市雑賀屋町東ノ丁１６

副賞は、大臣賞３０万円、内閣総理大臣賞５０万円

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

申込先
問い合わせ先

他の模範となる環境保全活動を実践している団体又は個人を表彰し、その活動事例を広く県民
に紹介して環境活動を促進します。

無料

指定された期日 指定された期日

企業会員５５社　団体会員９団体（H27)

県庁環境生活総務課　073-441-2670

http://wakayama-ryokka.jp/index.html

行動する・広げる 体験 自然 緑化 

行動する・広げる 自然 温暖化 ごみ 

行動する・広げる 自然 

行動する・広げる 自然 温暖化 ごみ 

行動する・広げる 自然 温暖化 ごみ 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２１１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２１３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２１４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２１５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(他) グリーン購入大賞

グリーン購入大賞は、グリーン購入の普及・拡大に関して次の４項目の活動について表彰しま
す。①組織的なグリーン購入の取り組み　②環境配慮型製品・サービスの普及・拡大の仕組みづ
くり　③グリーン購入の普及による環境負荷低減効果の実績　④グリーン購入の広報・啓発

企業、行政、民間団体、学校など 無料

指定された期日 指定された期日

グリーン購入ネットワーク（GPN）　03-5642-2030　東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16　馬喰
町第一ビル9F

環境大臣賞、経済産業大臣賞、農林水産大臣賞、大賞、優秀賞、奨励賞があります。

(Ｎ) わかやま環境ネットワーク／和歌山県地球温暖化防止活動推進センター

http://www.gpn.jp/index.html

申込先
問い合わせ先

和歌山県の環境学習・環境保全活動をつなぎ、広める環境ネットワークの拠点です。県の委託
事業をはじめ、温暖化防止活動、節電・省資源、循環型エネルギー導入など様々な事業を実施し
ています。

どなたでも

随時 随時

和歌山県地球温暖化防止活動推進センター　073-499-4734  和歌山市毛見966-2

環境について学びたいことや相談があれば、まず、相談して下さい。

(他) 伊都・橋本地球温暖化対策地域協議会「エコランドいと・はしもと」

地球温暖化対策を推進する観点から、市民･事業者･行政が協働して取り組んでいくための協議
会です。伊都・橋本地方を中心に活動しています。

どなたでも

随時 随時

伊都・橋本地球温暖化対策協議会 090-4760-0277（佐藤）　橋本市高野口町名倉９７９　川口ビ
ル２F
再生可能エネルギー、環境教育、里山保全、食の安全に取り組んでいます。

(他) 紀の川市地球温暖化対策協議会「エコネットきのかわ」

地球温暖化対策を推進する観点から、市民･事業者･行政が協働して取り組んでいくための協議
会です。田辺市を中心に活動しています。

どなたでも

地球温暖化対策を推進する観点から、市民･事業者･行政が協働して取り組んでいくための協議
会です。紀の川市を中心に活動しています。

どなたでも

随時 随時

紀の川市地球温暖化対策協議会　0736-79-6136　紀の川市打田1219-8（妻木）

随時 随時

紀南地域地球温暖化対策協議会　0739-25-7185（多田祐之）　田辺市あけぼの45-23

http://wenet.info/wp/
申込先

問い合わせ先

(他) 紀南地域地球温暖化対策協議会

行動する・広げる 体験 温暖化 

行動する・広げる 体験 温暖化 

行動する・広げる 体験 温暖化 

行動する・広げる 講義 温暖化 自然 ごみ 

行動する・広げる 温暖化 ごみ 

紀北 

紀北 

紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２１６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２１７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２１８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２１９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

随時

(他)  近畿大学 生物理工学部 地域交流センター

生物理工学部は、「社会に開かれ、社会の発展に寄与する大学」として、地域社会との連携・協
力を推進していくため、自治体、産業界及び各種団体等からの協力要請や要望などの窓口とな
る『地域交流センター』を設置しました。地域の皆様のニーズをお聞きし、必要に応じて学内組織
との連絡調整・支援を行います。当センターで取り扱う内容は、主に次の内容となっています。お
気軽にご相談ください。
①地域課題、地域政策、地域振興に係わるプロジェクトへの協力・支援
②地域住民への生涯学習の機会や社会人の学び直し機会の提供
③教育、研究、医療、福祉等の各種機関との連携
④本学学生のボランティア等の地域活動支援
⑤その他、大学と地域との連携等に関する業務

どなたでも

随時

近畿大学生物理工学部 地域交流センター　0736-77-3888　紀の川市西三谷930

きのかわ環境フェア等、地域の交流やまちづくりについて支援しています。

http://www.waka.kindai.ac.jp/ippan/bost-rec.html
申込先

問い合わせ先

随時 随時

「あかん温暖化」「やろかできること」をスローガンにしています。皆さんのご参加お待ちしています。

どなたでも

エコネット紀中　事務局　0737-64-0302（樫村）湯浅町湯浅2043-11

(他) ストップ温暖化・岩出の会

どなたでも

随時 随時

ストップ温暖化・岩出の会　事務局　0736-61-5046（城）岩出市紀泉台425-12

地球温暖化対策を推進する観点から、市民･事業者･行政が協働して取り組んでいくための推進
員グループです。岩出市を中心に活動しています。

随時 随時

サスティナブル・フォーラムわかやま（SFわかやま）事務局　073-499-4734　和歌山市毛見996-
2

(他)エコネット紀中

地球温暖化対策を推進する観点から、市民･事業者･行政が協働して取り組んでいくための推進
員グループです。有田市から印南町を中心に活動しています。

どなたでも

(他)サスティナブル・フォーラムわかやま（SFわかやま）

地球温暖化対策を推進する観点から、市民･事業者･行政が協働して取り組んでいくための推進
員グループです。和歌山市／海南市／岩出市を中心に活動しています。

行動する・広げる 講義 自然 温暖化 ごみ 紀北 

行動する・広げる 体験 温暖化 

行動する・広げる 体験 温暖化 

行動する・広げる 体験 温暖化 

紀北 

紀北 

紀中 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２２０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２２３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

高野山町石道玉川峡県立自然公園内にある貴重な自然環境が残る玉川峡を保全するため、里
山保全、古道調査、水質調査、生物調査等の活動を行っています。

(他) 玉川峡を守る会

(他) プロムナード国城

「国城菜の花ロードづくり」を掲げ、橋本高野橋から国城山頂にかけて花の道を咲かせ、環境生
ごみ対策や地球環境問題について様々な活動をしています。

事務局電話　0736-36-0660（木ノ本）
事務局メールアドレス　kiinokuni_yutaka_04232121k@nike.eonet.ne.jp

2011年度の｢わかやま環境賞｣を受賞。現在も県自然公園指導員協力団体として活動中。｢里山保全作業｣
と｢動植物調査｣は毎月各１回行っています。自然保護と保全に関心をお持ちの方なら、どなたでも参加歓
迎です。ただ今、会員募集中です。子どもたちも参加できる楽しいイベントを行っています。みなさん、ぜひ
一緒に活動しましょう。

どなたでも 原則無料

随時 随時

どなたでも

随時 随時

代表：徳田　勝治 　090-3260-7407（事務局　素和治男）  橋本市西畑489

第１１回わかやま環境大賞受賞、地域づくりネットワーク和歌山県協議会に登録しています。

(他) トンガの鼻自然クラブ

雑賀崎・トンガの鼻の歴史環境と自然環境を保全し、活かすための活動をしています。

どなたでも 会員年会費1000円

随時 随時

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844

第１１回わかやま環境賞受賞、「自然歩道関係功労者」受賞（環境省自然環境局長）

http://www.jtw.zaq.ne.jp/tonganohana/newpage1.htm
申込先

問い合わせ先

(他) はしもと里山保全アクションチーム　

橋本市の芋谷を拠点に里山自然と生物多様性の保全、教育現場とタイアップした環境学習など
幅広く活動しています。

どなたでも

随時 随時

はしもと里山保全アクションチーム090-9884-3067（梅谷）  橋本市さつき台2-478-57

http://www5a.biglobe.ne.jp/~kiinyu/

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先

http://homepage1.nifty.com/actsatoyama/

行動する・広げる 見学 体験 自然 

行動する・広げる 見学 体験 自然 ごみ 

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀北 

紀北 

紀北 

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀北 

ごみ 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２２４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２２７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝのみ参加は無料
磯遊びは幼稚園以上は100円／1
人

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844 　　Eメール；tonganohana@jtw.zaq.ne.jp

http://www.jtw.zaq.ne.jp/tonganohana/newpage1.htm

“彼岸の中日に夕日からハナがﾞﾌﾙのを見る風習”の伝承を目的にしたイベント
　　　模擬店、ライブ、夕日の写真ｺﾝﾃｽﾄ、台場遺跡見学、昔遊びなど

不要 9月22日

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844 　　Eメール；tonganohana@jtw.zaq.ne.jp

http://www.jtw.zaq.ne.jp/tonganohana/newpage1.htm

(他) トンガの鼻自然クラブ・夕日を見る会

不要

トンガの鼻自然クラブとしては2003年から年2回開催　　　　毎回　約800名来場

どなたでも 参加費は無料

申込先
問い合わせ先

http://www.jtw.zaq.ne.jp/tonganohana/newpage1.htm

関連した歴史環境を持つ雑賀崎の3つの岬（トンガの鼻、鷹ノ巣、番所の鼻）を巡るウオーク
番所庭園で“彼岸の中日に夕日からハナがﾞﾌﾙのを見る風習”の説明と、夕日を見るポイントを紹
介し、温かい汁ものを提供する　　　参加費は番所庭園入園料を含む

どなたでも 参加費は大人500円、子供200円

どなたでも　　　但し小学生以下は保護者同伴

申込先
問い合わせ先

申込先
問い合わせ先

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844 　　Eメール；tonganohana@jtw.zaq.ne.jp

(他) トンガの鼻自然クラブ・夕日を見る会

磯遊びは申し込み必要　　ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝのみは不要 6月5日予定（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに詳細UP）

平成28年3月20日（日・祝）

http://www.jtw.zaq.ne.jp/tonganohana/newpage1.htm
2003年から実施　　　毎回15名前後で作業を行っています

トンガの鼻自然クラブ　073-447-0844 　　Eメール；tonganohana@jtw.zaq.ne.jp

2003年から開催　　　　2014年6月14日は約80名参加　　　2015年5月2日は約50名参加

今年初めての試み

(他) トンガの鼻自然クラブ・ビーチクリーン＆磯遊び

雑賀崎に唯一残ったなだの浜の美化、講師を招き、磯で遊びながら生き物観察

トンガの鼻の台場遺跡と里道の草刈、里道階段の補修、道標の設置など
毎月第3日曜日の9時～11時40分頃まで作業
（作業日は都合で変更することがあります。ＨＰで確認するか事務局に問合せください）

どなたでも　　 無料

不要　　　9時までにトンガの鼻入口に来てください ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに詳細UP

(他) トンガの鼻自然クラブ・雑賀崎台場遺跡と遺跡までの里道の整備

行動する・広げる 体験 自然 紀北 

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀北 

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀北 

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀北 

ごみ 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２２８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期
申込先

問い合わせ先

活動実績・その
他

Ｎｏ．２２９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

http://mo-ko.jp/

未来遺産登録地・孟子不動谷（(Ｎ) 自然回復を試みる会　ビオトープ孟子）

海南市の孟子不動谷を拠点に里山自然と生物多様性の保全、教育現場とタイアップした環境学
習など幅広く活動しています。里山自然に興味のある方、現地を観察してみたい方、お待ちして
います！

どなたでも

随時 年中（原則として休日を除きます）

京都大学和歌山研究林　事務所 0737-25-0205　有田郡有田川町清水963-2

随時 随時

平成21年12月、（社）日本ﾕﾈｽｺ連盟ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ未来遺産登録を機に、子ども達の自然観察活動で
ある「未来遺産運動」を継続中です。

(国) 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション和歌山研究林

理事　有本　智　073-484-5810　海南市わんぱく公園内

(Ｎ) 一般社団法人ビオトープ（ビオトープ切目川）

内容や実施日によっては、職員の補助及び施設の利用が可能な場合があります。

(Ｎ) 生石山の大草原保存会

生石高原県立自然公園のススキ大草原保存事業や自然体験教室、夏休み宿泊親子自然塾な
どを実施、山の家おいしの指定管理者としての活動も行っています。

どなたでも

申込先
問い合わせ先

京都大学の学生教育・研究のための施設ですが、一部が高野龍神国定公園及び城ヶ森鉾尖県
立自然公園に含まれており、社会貢献活動として各種学校・団体の実習（樹木識別学習など）を
受け入れています。

ご相談ください

どなたでも

随時 随時

代表：中田　稔  0738-45-0834 　日高郡印南町大字古井391-1

随時 随時

山の家おいし（通年営業　時間9：30～16：30）　TEL:073-489-3586　海草郡紀美野町

山の家おいしでは生石山の周辺から集めたこだわり商品を販売しています。

http://fserc.kyoto-u.ac.jp/waka/
申込先

問い合わせ先

http://biotope.or.jp/

印南町切目川のビオトープを拠点に里山自然と生物多様性の保全、教育現場とタイアップした環
境学習など幅広く活動しています。

申込先
問い合わせ先

http://www17.plala.or.jp/susukisogen/ 中田899-29

行動する・広げる 見学 体験 自然 

行動する・広げる 見学 体験 自然 

行動する・広げる 見学 体験 自然 

行動する・広げる 見学 体験 自然 

紀北 

紀中 

紀中 

紀北 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２３２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

申込先
問い合わせ先

公益財団法人　天神崎の自然を大切にする会　0739-25-5353　田辺市天神崎5-17

http://www.tenjinzaki.or.jp/

天神崎の素晴らしい自然にふれる楽しいイベントです。詳しくは上記に問い合わせて下さい。
現地案内・自然学習・講演　2285人（26年度）、1681人（25年度）

(他) （公財）天神崎の自然を大切にする会・天神崎自然観察会

田辺市の天神崎と日和山周辺の貴重な生物と生息環境について学ぶ自然観察会です。県内は
もとより関西一円から来場いただいています。

どなたでも 無料

随時 平成28年は６月５日（日）9:30～12:00

県内各地で野鳥観察会（探鳥会）を行っています。時間･場所等は、上記ホームページを参照していただく
か、メールまたは電話でお問い合わせください。双眼鏡が無くても参加できます。お気軽にご参加ください。

(他) （公財）天神崎の自然を大切にする会

(他) 日本野鳥の会和歌山県支部

野鳥の観察を通して自然に親しみ、野鳥とそれを取り巻く環境を保護するための活動を行ってい
ます。そのため、県内各地で野鳥の観察会（探鳥会）を行ったり、各種調査などを行っています。

どなたでも 入会する場合、年会費が必要

http://bird-wakayama.server-shared.com/

熊野古道大辺路の未整備部分の刈り開きやウォークイベント、自然観察会等を実施しています。
この大辺路からは、熊野枯木灘海岸県立自然公園の美しい景観を見ることができます。

どなたでも

田辺市の天神崎を拠点に自然と生物多様性の保全、教育現場とタイアップした環境学習、清掃
活動など幅広く活動しています。Ｈ２６年にＤＶＤ「田辺湾の自然」を作成、問い合わせは同会へ

どなたでも 有料

随時 随時（お問い合わせください）

公益財団法人　天神崎の自然を大切にする会　0739-25-5353　田辺市天神崎5-17

海岸林の買い取り運動（ナショナル・トラスト運動）

随時

大辺路の世界遺産追加登録に向けて新しい隊員の育成に力を入れています。

日本野鳥の会和歌山支部　0738-29-2377　御坊市名田町上野１４６５
メールアドレス　birdwakayama@quartz.ocn.ne.jp

(他) 大辺路刈り開き隊

随時

http://www.tenjinzaki.or.jp/
申込先

問い合わせ先

代表：上野　一夫　0735-62-5458 http://karihiraki.com/

随時

申込先
問い合わせ先

随時

行動する・広げる 見学 体験 自然 

行動する・広げる 見学 体験 自然 

行動する・広げる 見学 体験 自然 

紀中 

紀南 

紀南 

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２３６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２３８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２３９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(他) （公財）熊野林業

随時

美しく健全な森の育成のために「非皆伐方式」による山林経営を推進し、熊野の素晴らしい天然
林に触れることができる「田長谷（たなごだに）森林自然公園」を開放しています。多くの方の入
山をお待ちしています。

(他) 古座川街道やどやの会

森林公園自然観察会や間伐体験等に参加してみませんか。

(他) 熊野自然保護連絡協議会

植物・動物・昆虫・野鳥・地質等の専門家が、すばらしい熊野の自然環境の保全を趣旨としてひ
とつにまとまって出来た会です。一般の方を対象に年数回の自然観察会やシンポジウムを行っ
ています。

どなたでも

竹中 清  0739-64-0023   田辺市中辺路町栗栖川７４

有料

随時 随時

道の駅一枚岩／一枚岩鹿鳴館　0735-78-0244  東牟婁郡古座川町相瀬290-2

随時 随時

事務担当：東　定司 0735-58-1100

熊野の自然環境を保全する団体として、各個人の調査・研究を基に活発に活動しています。

203

(他) 熊野の森ネットワーク　いちいがしの会

熊野の森の環境保全、再生活動として、観察会（原生林・自然林）、勉強会（動物・植物・昆虫・
鳥・土壌動物・キノコ）などの専門分野の先生方の講座、作業（巻き枯らし間伐、苗木づくり、植
樹）等を行っています。

どなたでも 年会費　1,000円

随時 年間を通じて

道の駅一枚岩／一枚岩鹿鳴館は、名勝「古座川の一枚岩」の対岸に建ち、地元古座川周辺地域
の物産販売、喫茶レストラン営業だけでなく、古座川の自然や文化を楽しむ人々のためのビジ
ターセンターとしての機能を担っています。古座川探訪の基地として、お気軽にご利用ください。

どなたでも

一枚岩鹿鳴館 開館時間 9:30-17:00（季節、曜日により変化あり）

熊野本来の照葉樹の森復活の活動をしています。

http://www.kumanoringyou.com/index.html
申込先

問い合わせ先

どなたでも

随時

熊野林業事務局（９時～１７時）　0735-22-5601　新宮市熊野川町赤木1697

申込先
問い合わせ先 http://www.zb.ztv.ne.jp/ichimaiiwa/ichimaiiwa/Welcome.html

行動する・広げる 見学 体験 自然 

行動する・広げる 見学 体験 自然 講義 

行動する・広げる 見学 体験 自然 

行動する・広げる 見学 体験 自然 

紀南 

紀南 

紀南 

紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２４０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

Ｎｏ．２４３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

田舎暮らしを目指してる人へ、夢の実現をお手伝いし、一人でも多くの方が、色川に住み、色川
で子どもを育て、心豊かな地域づくりの担い手になられることを願っています。

随時

熊野三山で有名な那智山の懐深くに、色川小阪集落があります。ここ小阪も過疎高齢化が進
み、休耕田が多く見受けられるようになりました。　そこで地元の有志が集まり、美しい棚田を復
元しようと少しづつですがこれらの休耕田を耕してきました。この田舎のすばらしい風景の中で、
ともに心地よい汗をかいて、米作りの楽しさを体験してみませんか？田植え、稲刈り体験など
様々な体験イベントをおこなっています。

どなたでも 参加費が必要

随時 随時

代表者：吉田　創（はじめ）　080-2400-7327（吉田）　　東牟婁郡那智勝浦町大野2178

実施団体：２４団体（平成２６年度）

連絡先　073-457-8366 （担当：和歌山大学　システム工学部　中島）

ミンクマは、まだできて数年の若い集団です。多くの人と協力しながら活動の輪を広げていきたい
と考えています。興味のある方は、どうぞ、ご連絡下さい。

(他)  棚田を守ろう会

(他) 新宮市王子ヶ浜を守る会

王子ヶ浜での保護で産卵を見つけ、孵化場に移して孵化･飼育し、海に帰す活動を行っていま
す。 孵化した子ガメは水槽で飼育し、９月に市内の保育園や幼稚園の親子や小学校低学年の
児童を招待し、海に放流します。

どなたでも 会費あり

随時 随時

http://www.zb.ztv.ne.jp/tanada/
申込先

問い合わせ先

http://www.wakayama-u.ac.jp/~nakat/minkuma.html
申込先

問い合わせ先

(他)  みんな笑顔の熊野プロジェクト　　略称：ミンクマ

ミンクマは2010年から活動を開始。まだ、小水力発電の開発と関連する研究やイベントが活動の
中心ですが、発電以外のことも徐々に参入します。目的はみんなが笑顔になるエコ地域づくりで
す。大学（和歌山大学、北大和歌山研究林）と住民（個人、ＮＰＯ）、企業、行政が連携し、活力あ
ふれる熊野をめざします。

参加費が必要

随時

指定された期日

県内に事務所又は営業所を有する法人その他の団体

指定された期日

会長:速水渉  0735-22-5683  新宮市王子町2丁目6-8

年1回4月中旬 清掃活動実施　王子ヶ浜清掃距離約3km　参加人数200～300名

紀の国森づくり税条例、紀の国森づくり基金条例の趣旨に合った森林環境の保全及び森林と共
生する文化の創造に関する事業で、応募される団体自ら企画立案し実施する事業等が対象で
す。

(県) 紀の国森づくり基金活用事業（公共事業）

申込先
問い合わせ先

県庁森林整備課　073-441-2982　または各振興局地域振興部林務課

どなたでも

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/sinrinseibi.html

行動する・広げる 体験 自然 

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南 

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南 温暖化 ごみ 

行動する・広げる 見学 体験 自然 紀南 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２４４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４５

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４６

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４７

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

申込先
問い合わせ先

活動実績・その他

(県) 都市のやすらぎ街なか緑化補助金

植樹・育成支援として県民等が行う街なかの植樹等への補助 をします。また苗木の提供支援と
して小学生が学校で育てた苗木を提供します。

どなたでも

指定された期日 指定された期日

県庁森林整備課　073-441-2973　もしくは各振興局地域振興部林務課

植樹・育成支援：２件、苗木提供：２団体･個人７名、提供苗木４７０本（平成２６年度）

(県) 住宅用太陽光発電設備導入補助金

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/ryokka/index.html
申込先

問い合わせ先

年間の日照時間が長い本県の地域特性を活かし、家庭部門の温室効果ガス排出削減を図るた
め、住宅用太陽光発電設備を導入する個人を補助します。

太陽光発電設備を導入する個人

指定された期日まで 指定された期間

県庁環境生活総務課　073-441-2670

受付件数：６７件　苗木払戻本数：３２１本（平成２６年度）

(他) 公益財団法人イオン環境財団　環境活動助成先公募

NPO・NGO団体、それ以外の団体

平成26年度　応募者数1176　採択者数327
平成27年度　応募者数827　　採択者数311
補助申込額が予算を超えた場合抽選となります。

(他) かしの木バンク

次代を担う子供たちがドングリ集めや植樹を通じ、緑化に対する関心を高めるとともに、地域に
おける緑化推進を図る。

和歌山県内の子どもたち

1991年から2645団体に約２４億円を助成

開発途上国および日本国内で植樹、森林整備、砂漠化防止、里地・里山・里海の保全、湖沼・河
川の浄化、野生生物の保護、絶滅危惧生物の保護の活動分野に該当するフィールドワークを伴
う活動を行っている団体に年間総額１億円を助成

6月初旬から8月20日（申請用紙必着） 同左

指定された期日 指定された期日

県庁森林整備課　073-441-2977　または各振興局林務課まで

申込先
問い合わせ先

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/sinrinseibi.html

申込先
問い合わせ先

公益財団法人イオン環境財団　ホームページから申請 https://www.aeon.info/ef/

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

行動する・広げる 温暖化 

行動する・広げる 体験 自然 

行動する・広げる 体験 自然 

行動する・広げる 体験 自然 温暖化 ごみ 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２４８

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２４９

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５０

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５１

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

実施校：１０６校、４，８００名（平成２６年度）

(県) グリーンカーテン事業

（県） 紀の国緑育推進事業

県内の小中学生等を対象に、森林や林業への関心を高め、森林を守り育てる意識を醸成するこ
とを目的に森林林業体験・学習に対し補助を行います。

小中学生等 無料

指定された期日

ゴーヤの栽培用具セット（プランター、ネット、用土、苗）を無料で提供します。希望に応じて指導
者（和歌山県地球暖化防止活動推進員）を派遣し、「グリーンカーテンづくり」を支援します。

県内の小学校 無料

指定された期日 春（指定された期日）

県庁環境生活総務課　073-441-2670

県内の小学校小学校６０校（H２６年度）、５７校（Ｈ２７年度）で実施

（他） みどりの少年団活動への助成

子供たちに樹木や野鳥に親しむ機会を与え、校外の団体活動によって自然を大切にする思いや
林業に関する知識を身に付け、豊かな人間性と健康で明るい社会人に育ってもらうように支援し
ています。

小中学生

指定された期日

公益財団法人和歌山県緑化推進会（県庁森林整備課内）　073-441-2977

助成団体：２９団体（平成２６年度）

(他) 河川整備基金助成事業

小中高校、大学、法人、地方公共団体

河川に関する調査・研究、環境整備並びに河川への理解を深めるための活動に対する助成事
業です。

県庁森林整備課　073-441-2982　もしくは各振興局地域振興部林務課

4/1～3/31

公益財団法人河川財団東京都中央区日本橋小伝馬町11-9　住友生命日本橋小伝馬町ビル2
階

指定された期日

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/sinrinseibi.html
申込先

問い合わせ先

指定された期日

申込先
問い合わせ先 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/

http://wakayama-ryokusui.jp/contents/boy-scouts.html
申込先

問い合わせ先

申込先
問い合わせ先

http://www.kasenseibikikin.jp/index.php

10/1～11/30

体験 自然 温暖化 

行動する・広げる 体験 自然 

行動する・広げる 体験 自然 

行動する・広げる 

行動する・広げる 体験 自然 
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“ふるさとを愛し、自ら考え、行動できる人”をめざして

Ｎｏ．２５２

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５３

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

Ｎｏ．２５４

内容

対象 費用

申し込み期間 実施時期

活動実績・その他

(他) 地球環境基金助成金

NPO等が行う、自然保護・森林保全・地球温暖化防止などの環境保全に資する活動に対して、
助成金を交付します。

ＮＰＯ、一定の要件を満たす任意団体等

申込先
問い合わせ先

(県) 河川愛護団体に対する奨励制度

「河川における除草やゴミ集め」などの美化活動や「ゴミ捨て禁止の看板の設置」等、河川愛護思
想の普及啓発のため自主的に活動を行っている団体に対して奨励金を交付し、また、活動内容
に優れた愛護団体を優良河川愛護団体として、知事表彰を行っています。

原則として市町村の区域をその区域とする(道
路河川愛護奨励規程第２条)

通年 通年

県庁河川課　073-441-3132

活動団体２３０団体、延べ活動人数45,106人(H25年度)
活動団体２３１団体、延べ活動人数43,779人(H26年度）

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/aigo/aigodantai.htm

2001年～2013年までの助成総数　2,111件     助成総額　13億2991万円。

地域の市民の環境活動を支援する助成制度です。「地球温暖化対策助成」「活動助成」「自立事
業助成」「清掃助成」「緑化植花助成」について公募します。

NPO法人、任意団体、一般社団法人

指定された期日 指定された期日

http://www.7midori.org/index.html

(他) セブン－イレブン記念財団公募助成

指定された期日 指定された期日

独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部　地球環境基金課　044-520-9505　川崎
市幸区大宮町1310　ミューザ川崎セントラルタワー8階

助成が採択されると年間50万～1,200万円の助成を受けることができます。

申込先
問い合わせ先

http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html

申込先
問い合わせ先

セブンイレブン記念財団　03-6238-3872  東京都千代田区二番町8番地8

行動する・広げる 体験 自然 ごみ 

行動する・広げる 体験 自然 温暖化 ごみ 

行動する・広げる 体験 自然 温暖化 ごみ 
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璈痝癁睘鴈霓昬璈璈瓺霓褫煬𤭯璈痝癁睘鴈霓昬璈璈瓺霓褫煬𤭯璈痝癁睘鴈霓昬璈璈瓺霓褫煬𤭯璈痝癁睘鴈霓昬璈璈瓺霓褫煬𤭯

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クユワカ゚クヨヰクルヱグレリュヴグ

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クルギユヤヰヤロヶャクルヱグ

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クユリヤクヰンクルヱグロリャンモンケ゚グユヤヰレリュヴグ

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クヶワユヴヤヰクヰンクルヱグリヴモワグ

璈痝癁睘礐禴祲箐𥫤璈璈瓺ｸ峩h𤭯璈痝癁睘礐禴祲箐𥫤璈璈瓺ｸ峩h𤭯璈痝癁睘礐禴祲箐𥫤璈璈瓺ｸ峩h𤭯璈痝癁睘礐禴祲箐𥫤璈璈瓺ｸ峩h𤭯
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窂籞癉便㽷矟瘳畱瘳𤩍痝癮嘆𤹪𤩍坿U㏈醯尤儁巠㽷瞢ブ疷P瘓瘜癮鴇つ𤩍彳跚﹇韆𤩍痟䀹籗箛
秇磹祲䈎𤺋癁癮濮熏畱便褫癉瘨畱瘳旄80𤹪疷𥆩瘃璒

鑷陋盨癮坿U癮曖P㿉痮瘳𤩍瘓痀痠砉癮嚔璙癉畒矞併ペ砅問跳痮瘳畱𥆩瘃璒弸嚔癉睘¥砅塁
痏𤩍㾮矟𤸎矟癮貭尤睼頓糧砅椈裴瘃矞盪砅旄盉痝㿉疰𤹪疷𥆩瘃璒
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璈痝癁睘ｸ峩h璈璈璈瓺ｸ峩h𤭯璈痝癁睘ｸ峩h璈璈璈瓺ｸ峩h𤭯璈痝癁睘ｸ峩h璈璈璈瓺ｸ峩h𤭯璈痝癁睘ｸ峩h璈璈璈瓺ｸ峩h𤭯

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クワリユヴクヨヰクルヱグワリユヴレリュヴグ
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疰▕Ó𤹪瘃璒
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穪䈇稛G湊œ疰豺賠砅禍𥇍矞瓖穪䈇稛癮鴈籗竴礛箵䅈稛䆿䈎𥞩筕穧䈎霓瓘癮問跳𤩍裘樅鴇廟睼鴈霓
旄80癮彬典刀睼䆿篖穪𤩍禩籞筁っ疰畒瞤𥆩瘃璒
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瀧¥𤹪矬㽷矞旄烝慕𤩍讙56慕ｸ峩旄80祘磹穵砅皕痱𥇍𤩍旄餮癮藪黻癉㌱㽷瘃彬典ɚ𤺋讙闍籗
ユ賽𤺋癁𤩍䆿篖穪疰▕Ó癮疢痺コ瘜秇磹穪𤹪瘃璒
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ｸ峩讙テ睼ｸ峩旄80砅⊕畽旄餮讙佻𤩍莉棡k𤩍朸爛睼坿娵癮跏璙𤩍敕癁睘𤩍へ寢癮έ痠砉砅
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璈痝癁睘癮瘓𥇍癮禴籞窂籞璈璈瓺E̊霓靱ペh𤭯璈痝癁睘癮瘓𥇍癮禴籞窂籞璈璈瓺E̊霓靱ペh𤭯璈痝癁睘癮瘓𥇍癮禴籞窂籞璈璈瓺E̊霓靱ペh𤭯璈痝癁睘癮瘓𥇍癮禴籞窂籞璈璈瓺E̊霓靱ペh𤭯

廟嚔林坿𤹪敕癁睘瘓瘜癉塁痏瘳曚跖痮瘳畱矞瓖䀹癁瞤癮藪黻瓘癮問跳𤩍祲磹𥞩𤺋癁砅〛痱瘳齠痮痀
旄𥄢矞禴篖穟篖穙𤺋癁𤩍搨r籗搨渼籗坿Uｸ峩鴇つ癉瘨畱瘳癮筮寤砅痟蛬盗痮瘳畱𥆩瘃璒

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クルリヤモクヨヰクルヱグレリュヴグヱモヨユヴグ

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クヮモョョクヨヰクルヱグルグレリュヴグリワュユク゚クラヵヮロ

ｸ峩𤩍朝旅崢盆𤩍ド噤𤺋癁𤩍達な嘆𤹪ミゃ瘃𥄢疷儁巠蛬I̊砅矬㽷瞤睼瘃痀旄𥄢矞秇磹穪𤹪瘃璒

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クワユョクヰンクルヱグリワュユク゚クラヵヮロ

坿Uｸ峩㿉E̊霓靱ペ黻𤩍慼テっ癉輸瘃矞彬典ɚ𤺋旄80𥫣箼禕箐筁睼デ敕𤹪齠痮𥇥禩籞筁𤺋
癁𤩍痝癁睘瘓瘜疰把廟𤺋慼ブ㌱砅=矞𤩍把睼㽷𤺋ｸ峩瘼痀瞤癮瘓𥇍癮筮寤疰癧瞢矟𥆩瘃璒

璈赱礐窬䈎祧籞テ嗹笮籞筁笪籞秖璈璈瓺赱礐窬䈎祧籞テ嗹𤭯璈赱礐窬䈎祧籞テ嗹笮籞筁笪籞秖璈璈瓺赱礐窬䈎祧籞テ嗹𤭯璈赱礐窬䈎祧籞テ嗹笮籞筁笪籞秖璈璈瓺赱礐窬䈎祧籞テ嗹𤭯璈赱礐窬䈎祧籞テ嗹笮籞筁笪籞秖璈璈瓺赱礐窬䈎祧籞テ嗹𤭯

璈X56㿗瘥㿉矬籞痀璈瓺蹙鑚56旄臘△蔆き㎏├𤭯璈X56㿗瘥㿉矬籞痀璈瓺蹙鑚56旄臘△蔆き㎏├𤭯璈X56㿗瘥㿉矬籞痀璈瓺蹙鑚56旄臘△蔆き㎏├𤭯璈X56㿗瘥㿉矬籞痀璈瓺蹙鑚56旄臘△蔆き㎏├𤭯

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クンリレモワユヵクルヴヵクヨヰクルヱグ

𥫣箐䅈稸穖祲癮箛秇磹祲䈎癉輸瘃矞旄80謚蝠癮秇磹穪𤩍旄80𥫣箼禕箐筁睼篊籞祲种籞穪っ𤩍便㽷瞤
睼瘃痀彌疸𤺋不杞𤹪瘃璒

抵佻ɔ埴𦥯拓朝癮56旄𤩍X56𤩍ｸ峩讙テ癮f淋秇磹穪𤩍ɔ埴膅緖賽䐢瘃矞㿉藪黻睼ｸ峩㌱湊癉
輸瘃矞┦璙𤺋筮寤疰癧瞢矟矞𤩍Ů疢瘃瘃𥇍秇磹穪𤹪瘃璒

璈眭痀瞢坿U藾鶺腁璈璈瓺芃䑺艿𦪌䑺璈嚔薇誘本㎏├𤭯璈眭痀瞢坿U藾鶺腁璈璈瓺芃䑺艿𦪌䑺璈嚔薇誘本㎏├𤭯璈眭痀瞢坿U藾鶺腁璈璈瓺芃䑺艿𦪌䑺璈嚔薇誘本㎏├𤭯璈眭痀瞢坿U藾鶺腁璈璈瓺芃䑺艿𦪌䑺璈嚔薇誘本㎏├𤭯

璈笮篖䅣籗箛籞竴𥖧䈎睘癮疰瘓瞤璈璈瓺紃笮篖䅣𤭯璈笮篖䅣籗箛籞竴𥖧䈎睘癮疰瘓瞤璈璈瓺紃笮篖䅣𤭯璈笮篖䅣籗箛籞竴𥖧䈎睘癮疰瘓瞤璈璈瓺紃笮篖䅣𤭯璈笮篖䅣籗箛籞竴𥖧䈎睘癮疰瘓瞤璈璈瓺紃笮篖䅣𤭯

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クヱキ゚ヮリクルヱグ

璈𥫣箐䅈稸穖祲㿉𥫣箐䅈稸穖祲箛秇磹祲䈎璈璈瓺ォ1/6オ𥫣箐䅈稸穖祲皓ｸ母ぁ誘抵𤭯璈𥫣箐䅈稸穖祲㿉𥫣箐䅈稸穖祲箛秇磹祲䈎璈璈瓺ォ1/6オ𥫣箐䅈稸穖祲皓ｸ母ぁ誘抵𤭯璈𥫣箐䅈稸穖祲㿉𥫣箐䅈稸穖祲箛秇磹祲䈎璈璈瓺ォ1/6オ𥫣箐䅈稸穖祲皓ｸ母ぁ誘抵𤭯璈𥫣箐䅈稸穖祲㿉𥫣箐䅈稸穖祲箛秇磹祲䈎璈璈瓺ォ1/6オ𥫣箐䅈稸穖祲皓ｸ母ぁ誘抵𤭯

璈芨䒑芊秇磹礐篖䅈秇磹穪籗朸爛𤹪𤹪疷矞56旄曚滽种箛籞𥞩璈璈瓺紃蹙鑚祘磹种𤭯璈芨䒑芊秇磹礐篖䅈秇磹穪籗朸爛𤹪𤹪疷矞56旄曚滽种箛籞𥞩璈璈瓺紃蹙鑚祘磹种𤭯璈芨䒑芊秇磹礐篖䅈秇磹穪籗朸爛𤹪𤹪疷矞56旄曚滽种箛籞𥞩璈璈瓺紃蹙鑚祘磹种𤭯璈芨䒑芊秇磹礐篖䅈秇磹穪籗朸爛𤹪𤹪疷矞56旄曚滽种箛籞𥞩璈璈瓺紃蹙鑚祘磹种𤭯

ラヵヵヱセググヴリヵユクワヨレクヤヰクルヱグリワュユク゚クラヵヮロ

X56Gょ€お秇磹穪癮ゃ暼7𤩍朸爛𤹪𤩍デ敕𤹪𤹪疷矞ｸ峩曚滽っ睘彌豬問跳𤩍彜帝䀹癮Gょ
€お癉轗倻𤩍痟㌱ぁ託痠畱璒

璈瓖プ畽瓘㽷瞢皕痱𥇍矞礐禴蒦瓖礐禴僭仟㿗瘥㿉瓘璈璈瓺禕箛籞篖ī評窬穖穪篊籞祲𤭯璈瓖プ畽瓘㽷瞢皕痱𥇍矞礐禴蒦瓖礐禴僭仟㿗瘥㿉瓘璈璈瓺禕箛籞篖ī評窬穖穪篊籞祲𤭯璈瓖プ畽瓘㽷瞢皕痱𥇍矞礐禴蒦瓖礐禴僭仟㿗瘥㿉瓘璈璈瓺禕箛籞篖ī評窬穖穪篊籞祲𤭯璈瓖プ畽瓘㽷瞢皕痱𥇍矞礐禴蒦瓖礐禴僭仟㿗瘥㿉瓘璈璈瓺禕箛籞篖ī評窬穖穪篊籞祲𤭯

璈禕箛籞篖祊籞穟篖𥫣箼秖𥖧祲穪璈璈瓺ｸ峩h𤭯璈禕箛籞篖祊籞穟篖𥫣箼秖𥖧祲穪璈璈瓺ｸ峩h𤭯璈禕箛籞篖祊籞穟篖𥫣箼秖𥖧祲穪璈璈瓺ｸ峩h𤭯璈禕箛籞篖祊籞穟篖𥫣箼秖𥖧祲穪璈璈瓺ｸ峩h𤭯

ラヵヵヱセググョヶワヵヰヴラモンユクユワカ゚クヨヰクルヱグヨンユユワグ

ｸ峩h皕𤩍ツバコ泡㏌籗彜癮35鴈檮九㿉痮瘳𤩍秂籞筤睼磕秇祘礥𤺋癁癮鶇P砅テ瘳瘳転矞瓖禕箛籞
篖祊籞穟篖瓘砅蘿禍痮瘳畱𥆩瘃璒藁辿樅p𤹪睘艽𦣪臿烝燵㽷瞢𤩍h礐窬癉痺コ瘜𤩍皧畱瘳皕ツバコ
泡㏌癉睘瘨𤺋疰矞流04䀹砅䅈稛籞穪痮𥆩痮瘓璒┦璙𤺋穙籞䈎疰䅣磾篖箼籞穵𤹪疷矞秇磹穪𤹪瘃璒

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クラヰワュモクヤヰクルヱグロユモョユログリワュユク゚クラヵヮロ

鴈跚G湊œ𤩍箼笯穖穪𤺋癁癮菱ヨ臘△睼礐禴箐磹竴癮蛬騁𤺋癁砅38鑚𤹪齠痮痀旄𥄢矞秇磹穪𤹪
瘃璒

ｗ嗣思試似撒栽鯖擦ｘが藁辿樅pｸ峩旄80質ｸ峩鴇廟㌱湊昨腆瑰済    97
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ハヰク臬臤ハヰク臬臤ハヰク臬臤ハヰク臬臤

ハヰク臬𦣪ハヰク臬𦣪ハヰク臬𦣪ハヰク臬𦣪

ハヰク臬臬ハヰク臬臬ハヰク臬臬ハヰク臬臬

苷芼芓

不杞
旄餮癉疢痏矞林讙56𤩍f淋ɚ𤺋旄80癮迯戻𤩍Y慕㌱湊っ癮ｸ峩讙テ癮寢皕睘㿉瞟瞤𤩍朸爛睼
坿娵𤩍宙黻脉𤩍褊戻嗹典っ癉疢痏矞ｸ峩旄80籗ｸ峩鴇廟㌱湊癮寢癉疢畱瘳轗倻𤩍㌱ぁ痮瘳痀
瘛痠畱璒琢ぇ癮秇磹穪㽷瞢䅣磾篖箼籞穵𤹪疷𥆩瘃璒

璈瓖旄餮癉疢痏矞ｸ峩讙テ莉酖瓘膅疷癮痀癉礐禴𥫣箼禕箐筁䐢璈璈瓺藁辿樅p𤭯璈瓖旄餮癉疢痏矞ｸ峩讙テ莉酖瓘膅疷癮痀癉礐禴𥫣箼禕箐筁䐢璈璈瓺藁辿樅p𤭯璈瓖旄餮癉疢痏矞ｸ峩讙テ莉酖瓘膅疷癮痀癉礐禴𥫣箼禕箐筁䐢璈璈瓺藁辿樅p𤭯璈瓖旄餮癉疢痏矞ｸ峩讙テ莉酖瓘膅疷癮痀癉礐禴𥫣箼禕箐筁䐢璈璈瓺藁辿樅p𤭯

璈瓖疷癮痀癉礐禴䅈祲籞䈎嫻╪瓘璈璈瓺藁辿樅p𤭯璈瓖疷癮痀癉礐禴䅈祲籞䈎嫻╪瓘璈璈瓺藁辿樅p𤭯璈瓖疷癮痀癉礐禴䅈祲籞䈎嫻╪瓘璈璈瓺藁辿樅p𤭯璈瓖疷癮痀癉礐禴䅈祲籞䈎嫻╪瓘璈璈瓺藁辿樅p𤭯

璈瓖矬㽷睼𥆩ｸ峩旄80𥫣箼禕箐筁蒦椌旄餮莉棡kぁ籗嘆旄餮莉棡kぁ瓘璈璈瓺藁辿樅p𤭯璈瓖矬㽷睼𥆩ｸ峩旄80𥫣箼禕箐筁蒦椌旄餮莉棡kぁ籗嘆旄餮莉棡kぁ瓘璈璈瓺藁辿樅p𤭯璈瓖矬㽷睼𥆩ｸ峩旄80𥫣箼禕箐筁蒦椌旄餮莉棡kぁ籗嘆旄餮莉棡kぁ瓘璈璈瓺藁辿樅p𤭯璈瓖矬㽷睼𥆩ｸ峩旄80𥫣箼禕箐筁蒦椌旄餮莉棡kぁ籗嘆旄餮莉棡kぁ瓘璈璈瓺藁辿樅p𤭯

ラヵヵヱセググキ゚キ゚キ゚クヱンユョクキ゚モレモケ゚モヮモクロヨクルヱグヱンユョヨグザケケゲケケグレヰヶヮヰレヶコグヴヶャシムザクラヵヮロ
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ハヰク臤ハヰク臤ハヰク臤ハヰク臤

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 𦣪𦣝便

不杞

ハヰク𦣪ハヰク𦣪ハヰク𦣪ハヰク𦣪

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 𦣪臬便

不杞

ハヰク臬ハヰク臬ハヰク臬ハヰク臬

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 臬𦣝便

不杞

ハヰク臽ハヰク臽ハヰク臽ハヰク臽

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 𦣪臬便

不杞

ハヰク臿ハヰク臿ハヰク臿ハヰク臿

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 𦣪臬便

不杞

ハヰク𦥯ハヰク𦥯ハヰク𦥯ハヰク𦥯

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 𦣪臬便

不杞

ハヰク舄ハヰク舄ハヰク舄ハヰク舄

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 臤臤便

不杞

ハヰク𦧝ハヰク𦧝ハヰク𦧝ハヰク𦧝

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 𦣪臿便

不杞

ハヰク舙ハヰク舙ハヰク舙ハヰク舙

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 𦣪臿便

不杞

ハヰク臤𦣝ハヰク臤𦣝ハヰク臤𦣝ハヰク臤𦣝

檮ょ 吊き籗こ転 迯戻 臤臿便

不杞

ァ瀧め

椌旄ブ蒦瀧め ォテオ蹙鑚ｸ峩誘抵膅艽舄烝䐢

磹祧箛䅈𤩍磕䇮箛祊𤩍䅈磾𥖧籞穧篖癉疢痏矞箛秇磹祲䈎㌱湊𤩍œ1/6抵癮箛秇磹祲䈎癮Qw砅穵䄅筦䇮
篖稛箛籞ツ癉問跳

ァ瀧め ｸ峩h膅艽臤𦣝烝䐢

暑0睼く㈫𤩍䅣筁𤺋癁癮磹篖竴箐明æ砅⊕畽寢淋𤩍ｸ峩癉癁癮瞟畽𤺋痣壚砅諾疌矞㽷砅i疌𥆩
瘃璒

ｸ峩砅晤矞瘓𥇍癉流瞤04𥇥ハトバ癉䅈䇦穖穪砅畒瘳瘓穵䄅筦䇮篖稛箛籞竌穧礥璒箛秇磹祲䈎㌱湊𤩍磾筿
祘䇮鴇つ𤩍鶇霓㌱湊𤺋癁

椌旄ブ

璈䄅筿睘𤺋矟矞坿U砅晤矞璈曨磕籞䅈箵篖秖筹籞杇璈䄅筿睘𤺋矟矞坿U砅晤矞璈曨磕籞䅈箵篖秖筹籞杇璈䄅筿睘𤺋矟矞坿U砅晤矞璈曨磕籞䅈箵篖秖筹籞杇璈䄅筿睘𤺋矟矞坿U砅晤矞璈曨磕籞䅈箵篖秖筹籞杇

㏈醯尤籗礥稕篖榴癮Ō巵籗鋗澳餃霓癮㏌棍籗巉磽餃籗痝癁睘礐禴祲箐𥫤癮G鼬ɚ𤺋㌱湊問跳

椌旄ブ蒦瀧め

璈䀹砉𤺋𤹪晤矤畽坿U癮鑷陋璈ァ蒦ｸ峩砅晤矞滲褊嗹典癮㌱湊蒦璈䀹砉𤺋𤹪晤矤畽坿U癮鑷陋璈ァ蒦ｸ峩砅晤矞滲褊嗹典癮㌱湊蒦璈䀹砉𤺋𤹪晤矤畽坿U癮鑷陋璈ァ蒦ｸ峩砅晤矞滲褊嗹典癮㌱湊蒦璈䀹砉𤺋𤹪晤矤畽坿U癮鑷陋璈ァ蒦ｸ峩砅晤矞滲褊嗹典癮㌱湊蒦

椌旄ブ通琢砅檮ょ癉磕䈎筿日嘖率㌱湊癮齪ギ㿉嘖率癆癮箛秇磹祲䈎癮溷91癉瘨畱瘳問跳

椌旄ブ

璈坿U癮61枌埞璈坿U癮61枌埞璈坿U癮61枌埞璈坿U癮61枌埞
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