
実施日 講師 時間・参加料・集合場所等

  ４月１１日（土）
(予備日4月12日(日))

時間：午前９時～午後２時３０分
参加料：大人８００円  小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

  ４月２５日（土）
(予備日4月26日(日))

時間：午前１０時～午後２時３０分
参加料：大人８００円  小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

４月２９日（水）～
５月６日（水）の毎日
（5/3を除く）

時間：午前１０時～、午後１時～（各１時間程度）
参加料：３００円（小学生以上）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：各２０名

  ５月　３日（日）
時間：午前１０時～午後２時３０分
参加料：大人８００円  小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

  ５月　９日（土）
(予備日5月10日(日))

時間：午前９時～１２時
参加料：大人８００円  小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

　５月１６日（土）
(予備日5月17日(日))

時間：午前９時４０分～午後２時３０分
参加料：大人６００円  小学生４００円
集合場所：相の沢登山口（駐車場）　定員：３０名

  ５月２４日（日）
時間：午前１０時～午後２時３０分
参加料：大人８００円  小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

  ６月　６日（土）
(予備日6月7日(日))

時間：午前８時～午後３時３０分
参加料：１，５００円
集合場所:国見温泉駐車場　定員:３０名

　６月１３日（土）
(予備日6月14日(日))

時間：午前７時～午後３時３０分
参加料：１，５００円　定員:３０名
集合場所：平ヶ倉登山口（⑧号待避所）

　６月２１日（日）
時間：午前９時４０分～午後２時３０分
参加料：大人６００円  小学生４００円
集合場所：相の沢登山口（駐車場）　定員：３０名

  ６月２８日（日）

時間：午前１０時１０分～午後３時２０分
参加料：２，０００円（バス代、保険料含）　定員：３０名
集合場所：①電車利用の方：ＪＲ雫石駅、②自家用車の方：
雫石町アルペン公園（雫石町中央公民館の道路反対側）

　７月５日（日）
時間：午前８時３０分～午後２時３０分
参加料：２，０００円（リフト代、温泉入浴料含）
集合場所：網張温泉登山リフト前　定員：３０名

　７月１１日（土）
(予備日7月12日(日))

時間：午後７時～９時
参加料：大人５００円  小学生３００円
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

　７月１１日（土）
(予備日7月12日(日))

時間：午前９時４０分～午後２時３０分
参加料：大人６００円  小学生４００円
集合場所：相の沢登山口（駐車場）　定員：３０名

　７月１８日（土）
(予備日7月19日(日))

時間：午後７時～９時
参加料：大人５００円  小学生３００円
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

７月２０日（月）～
８月２１日（金）の
毎日（7/26、8/1、
8/8、8/16を除く）

時間：午前１０時～、午後１時～（各１時間程度）
参加料：３００円（小学生以上）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：各２０名

　７月２６日（日）

時間：午前８時～午後３時
参加料：大人２，５００円　小学生２，０００円
　　　（リフト代、温泉入浴料含）
集合場所：網張温泉登山リフト前　定員：３０名

　８月　１日（土）
(予備日8月2日(日))

時間：午前６時３０分～午後３時３０分
参加料：１，５００円
集合場所：馬返し登山口　定員:３０名

　８月　８日（土）
(予備日8月9日(日))

時間：午前９時～午後２時３０分
参加料：１，０００円
集合場所：滝の上温泉駐車場　定員：３０名

　８月１６日（日）
時間：午前９時４０分～午後２時３０分
参加料：大人６００円  小学生４００円
集合場所：相の沢登山口（駐車場）定員：３０名

　８月２２日（土）
(予備日8月23日(日))

時間：午前８時～午後３時３０分
参加料：２，５００円（リフト代、温泉入浴料含）
集合場所：網張温泉登山リフト前　定員:３０名

８月２９日（土）～
８月３０日（日）

時間：午後７時～翌朝６時頃
参加料：大人８００円  小学生６００円
       （貸テント利用者は５００円増）
集合場所：網張ビジターセンター
定員：３０名

残雪の鎌倉森
探勝観察会
（山頂往復）

網張の森ミニ自然観察会（14回）

鞍掛山 自然観察会

葛根田川渓流
自然観察会

犬倉山・網張スキー場 探花観察会

「岩手山まるごと体験ネットワーク」

網張の森 ヒメボタル自然観察会

鞍掛山
春の自然観察会

網張の森のコウモリ調査体験・
観察会（コウモリの会、コウモリの保
護を考える会と共催）
（コウモリフェスティバル併行開催）

「岩手山まるごと体験ネットワーク」

網張の森 新緑自然観察会

鞍掛山自然観察会

宮沢賢治
足跡体験ツアー
（バスツアー）

鞍掛山 自然観察会

秋田駒ヶ岳 登山観察会

網張の森 ヒメボタル自然観察会

平成２１年度 網張ビジターセンター年間行事一覧

網張の森
バードウォッチング

行　事　名

高層湿原千沼ヶ原 自然観察会

岩手山 登山観察会
（馬返し登山道往復）

「岩手山まるごと体験ネットワーク」

野外火山教室（黒倉山）
（網張温泉登山リフト～黒倉山往復）

早春の網張の森
自然観察会

網張の森スプリング
エフェメラル観察会

夏休み網張の森ミニ自然観察会
（58回）

三ツ石山 夏の自然観察会
（休暇村と共催）
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実施日 講師 時間・参加料・集合場所等

　９月　５日（土）
(予備日9月6日(日))

時間：午前９時４０分～午後２時３０分
参加料：大人６００円  小学生４００円
集合場所：相の沢登山口（駐車場）　定員：３０名

　９月１２日（土）
(予備日9月13日(日))

時間：午後７時～９時
参加料：大人６００円  小学生４００円
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

　９月２０日（日）
時間：午前８時～午後３時
参加料：１，５００円
集合場所：国見温泉駐車場　定員：３０名

  ９月２７日（日）

時間：午前８時３０分～午後３時
参加料：２，０００円（バス代、保険料含）
集合場所：①電車利用の方：ＩＧＲ滝沢駅、②自家用車の
方：岩手産業文化センター（アピオ）第１駐車場
定員：３０名

１０月　３日（土）
(予備日10月4日(日))

時間：午前８時～午後３時３０分
参加料：２，５００円（リフト代、温泉入浴料含）
集合場所：網張温泉登山リフト前　定員:３０名

１０月１０日（土）
(予備日10月11日(日))

時間：午前７時～午後３時３０分
参加料：１，５００円　定員:３０名
集合場所：平ヶ倉登山口（⑧号待避所）

１０月１７日（土）
(予備日10月18日(日))

時間：午前８時３０分～午後３時３０分
参加料：１，０００円　定員：３０名
集合場所：相の沢登山口(駐車場)

１０月２４日（土）
(予備日10月25日(日))

時間：午前１０時～午後２時３０分
参加料：大人８００円  小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

１１月　８日（日）
時間：午前９時３０分～午後３時
参加料：２，０００円（材料費、温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

１１月１５日（日）

１２月　６日（日）

１２月２０日（日）

　１月１０日（日）
(予備日1月11日(月))

時間：午前９時４０分～午後２時３０分
参加料：大人６００円　小学生４００円
集合場所：相の沢登山口（駐車場）  定員：３０名

　１月２４日（日）
時間：午前９時３０分～午後３時
参加料：２，０００円（材料費、温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

　２月７日（日）
時間：午前１０時～午後２時３０分
参加料：大人８００円　小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

　２月２０日（土）
(予備日2月21日(日))

時間：午前９時４０分～午後２時３０分
参加料：大人６００円　小学生４００円
集合場所：相の沢登山口(駐車場)  定員：３０名

　３月　６日（土）
(予備日3月7日(日))

　３月１３日（土）
(予備日3月14日(日))

　３月２０日（土）
(予備日3月21日(日))

時間：午前８時３０分～午後２時３０分
参加料：２，５００円（リフト代、温泉入浴料含）
集合場所：網張温泉スキーセンター前
定員：３０名

  ４月１０日（土）
(予備日4月11日(日))

時間：午前９時～午後２時３０分
参加料：大人８００円  小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

  ４月２４日（土）
(予備日4月25日(日))

時間：午前１０時～午後２時３０分
参加料：大人８００円  小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：３０名

４月２９日（木）～
５月５日（水）の毎日
（行事日を除く）

時間：午前１０時～、午後１時～（各１時間程度）
参加料：３００円（小学生以上）
集合場所：網張ビジターセンター　定員：各２０名

残雪の鎌倉森 探勝観察会
（山頂往復）

早春の網張の森 自然観察会

網張の森ミニ自然観察会（12回）

高層湿原千沼ヶ原 自然観察会

岩手山麓自然歩道を歩こう大会
（滝沢村と共催）

秋を楽しむクラフト教室

野外講座

「宮沢賢治と経理ムベキ山」
（バスツアー）

鞍掛山 自然観察会

「岩手山まるごと体験ネットワーク」

網張温泉 星空観察会

三ツ石山 紅葉自然観察会
（休暇村と共催）

野外火山教室
（秋田駒ヶ岳）

網張の森
雪上自然観察会

犬倉山～鎌倉森ブナ林～網張温泉
雪上探勝会
（犬倉山～鎌倉森～網張温泉）

行　事　名

網張の森 雪上自然観察会

鞍掛山
雪上自然観察会

岩手山麓に伝わる
冬の道具作り

鞍掛山
雪上自然観察会

時間：午前８時３０分～午後３時
参加料：２，５００円（リフト代、温泉入浴料含）
集合場所：網張温泉スキーセンター前
参加資格：基礎スキー技術２級程度以上スキー用具は山ス
キーまたは、テレマークスキー
定員：３０名

三ツ石山
スキーツアー

　網張ビジターセンター

「岩手山まるごと体験ネットワーク」

網張の森 紅葉観察会

網張の森 晩秋の自然観察会

網張の森 初冬の自然観察会

　※「岩手山まるごと体験ネットワーク行事」は、小岩井農場まきば園・盛岡市子ども科学館との連携行事です。
　※講師欄の　　 は専門講師が同行します。また、　 は網張ビジターセンター解説員が同行いたします。

   岩手郡雫石町長山小松倉１－２（網張温泉）

時間：午前１０時～午後２時３０分
参加料：大人８００円  小学生６００円（温泉入浴料含）
集合場所：網張ビジターセンター
定員：各３０名
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ＴＥＬ　０１９－６９３－３７７７
ＦＡＸ　０１９－６９３－３７７８

E-mail　amihari@vanilla.ocn.ne.jp
URL　http://www17.ocn.ne.jp/~amihari/
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