
白神山地エコツアー情報①　１１・１２月の予定

１１日 山の神記念植樹＆神事 １５００円 高山（藤里町） 3～6日 2023冬休み自然体験塾 25000円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

8:30～13:30 11:30～14:00

7～9日 2023冬休み自然体験塾 １２０００円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

９：００～１３：００

１１～１２日 あきた白神わんぱく冬塾 ７０００円 秋田白神体験センター（八峰町）

１２：００～１３：３０

１４～１５日 2023冬休み自然体験塾 ７０００円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

９：００～１３：００

２１～２２日 2023冬休み自然体験塾 ７０００円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

９：００～１３：００

２２日 白神スノーシュートレッキング ５０００円 水無沼（藤里町）

９：３０～１６：００

２９日 親子で体験隊！③あきた白神の冬をエンジョイ １５００円 秋田白神体験センター（八峰町）

１０：００～１３：００

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、中止・延期になることがあります。

あらかじめご了承ください。

発行　環白神エコツーリズム推進協議会

　☎　0185-79-3005

スノーシューを履き，冬の里山でアニマルトラッキングを楽しもう。お昼はピザを作って食べよう。

冬のあきた白神の自然に親しむ体験活動をとおし、豊かな人間性を育みます。
◎お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455

スキー教室、雪遊び
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

１２月

高山山頂へブナを植樹。下山後移動して山の神神事を見学。山を想う一日です。
◎お問い合わせ　秋田白神ガイド協会　0185-79-2518

１月

スキー、スノーハイク、木工など
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

スキー教室、雪遊び
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

スキー教室、雪遊び
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

雪の中の、のんびり里山あるき。スノーシュー、かんじきデビューにおススメです。
◎お問い合わせ　秋田白神ガイド協会　0185-79-2518



白神山地エコツアー情報②

申し込み型ツアー

八峰町ジオパークガイドの会 ※全て一人料金 秋田白神体験センター ※全て団体料金（8人まで）

変動する大地と奇岩 ３時間 八峰町 ６０００円 ナイトハイク　 1時間～ 八峰町 4000円　

変動する大地と防災 1.5時間 八峰町 ４０００円 御所の台里山トレッキング 1時間～ 八峰町 4000円

鉱山・油田・炭鉱・ガス 2.5時間 八峰町 ４０００円～ 海辺の自然観察・生き物調べ ２時間 八峰町 ４０００円

菅江真澄 ２時間 八峰町 ４０００円 お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455

日本海とハタハタのめぐみ 1.5時間 八峰町 ４０００円 白神コミュニケーションズ ※全て団体料金

お問い合わせ　八峰町ジオパークガイドの会　0185-76-4605 田代岳 大館市 ２５０００円

アオーネ白神十二湖 ※全て団体料金 岩木山 弘前市 ２５０００円

十二湖スノーハイク ３時間 深浦町 ４０００円～ お問い合わせ　白神コミュニケーションズ　0185-88-8220

お問い合わせ　アオーネ白神十二湖　0173-77-3311 GOOD ADVENTURE株式会社 ※全て一人料金

白神マタギ舎　 ※全て団体料金 岩木山BCツアー ５時間 弘前市 １００００円

冬のかんじき歩き ５時間～ 西目屋村 ２００００円～ 岩木山の弥生地域をベースとした野外体験 ３時間 弘前市 ３０００円

お問い合わせ　白神マタギ舎　0172-85-2628 お問い合わせ　GOOD ADVENTURE株式会社　0172-88-8523

岩木山自然学校 ※全て一人料金 秋田白神ガイド協会　 ※団体料金（5名まで）

スノーシューイング 弘前市 ３５００円～ 高山 3時間～ 藤里町 ２８０００円

お問い合わせ　岩木山自然学校　0172-83-2670 七座山 5時間～ 能代市 ２８０００円

八峰町白神ガイドの会 ※全て一人料金 田代岳 10時間 大館市 ３５０００円

御所の台コース 1時間～ 八峰町 4000円 スノーハイク ６時間 藤里町 ２３０００円

三十釜コース 1時間 八峰町 ２０００円 白神岳 ７時間 深浦町 応相談

その他オプション追加の場合 １時間 1000円 お問い合わせ　秋田白神ガイド協会　0185-79-2518

お問い合わせ　八峰町白神ガイドの会　0185-70-4211 白神自然学校一ッ森校 ※全て一人料金

白神山地ガイド会 ※全て団体料金 津軽藩の港物語巡り 2時間 鰺ヶ沢町 2000円

岩木山バックカントリー ６時間 弘前市 ４９５００円 北前船寄港地巡り 2時間 深浦町 1000円

お問い合わせ　白神山地ガイド会　0172-55-0090 お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

発行　環白神エコツーリズム推進協議会

　　　　☎　0185-79-3005



白神山地エコツアー情報③

体験 イベント

秋田白神体験センター ※全て一人料金 12/1～1/29 平野庄司　切り絵原画展 無料 白神山地世界産センター藤里館

磯釣り体験 700円 2時間～ 秋田白神体験センター（八峰町）

白神こだま酵母ピザづくり体験 1100円 1.5時間 秋田白神体験センター（八峰町）

本館そば打ち体験・石川そば打ち体験 1000円 2.5時間 秋田白神体験センター（八峰町） 12/1～ 能代市役所さくら庭ライトアップ 無料 能代市役所（能代市）

白神こだま酵母パンづくり体験 1000円 2.5時間 秋田白神体験センター（八峰町） 15:00～21:00

豆腐づくり体験 1000円 1.5時間～ 秋田白神体験センター（八峰町）

郷土料理づくり体験 2300円 2.5時間 秋田白神体験センター（八峰町） 12/1～2/28 冬に咲くさくらライトアップ 無料 弘前公園（弘前市）

バードコール作り 500円 0.5時間 秋田白神体験センター（八峰町）

ジェルキャンドルづくり 1000円 1時間 秋田白神体験センター（八峰町）

思い出ビンビン 500円 0.5時間～ 秋田白神体験センター（八峰町） 12/1～3/9 西こぎん展 無料 道の駅津軽白神（西目屋村）

マイ箸づくり 500円 1時間～ 秋田白神体験センター（八峰町）

小枝のえんぴつ，ボールペン作り 500円 1時間～ 秋田白神体験センター（八峰町）

貝がらストラップ作り 500円 1時間 秋田白神体験センター（八峰町） 12/3 だまこもち鍋料理体験 ２０００円 梅内聚落会館（能代市）

お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455 9:30～12:30

白神自然学校一ッ森校 ※全て一人料金

けの汁づくり体験 1000円 2時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町） 12/4 クリスマスリース教室 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

漬け物料理実習体験 ３０００円 ３時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町） 9:30～12:00

田舎料理づくり体験 ３０００円 ３時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町）

餅つき体験 ２０００円 ２時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町） 12/11 正月飾り作り教室 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

干し餅づくり体験 ３０００円 ３時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町） 午前・午後各１回

お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

ブナコ株式会社西目屋工場　 ※全て一人料金 12/17 遺産センターオープンハウス 一部有料 白神山地世界産センター藤里館

BUNACOの小物入れを作ろう！ 3300円 1.5時間 ブナコ株式会社西目屋工場（西目屋村） 13:00～18:00

世界にひとつだけのオリジナルBUNACOを作ろう！ 8800円 1.5時間 ブナコ株式会社西目屋工場（西目屋村）

お問い合わせ　ブナコ株式会社西目屋工場　0172-88-6730 1/7～1/29 小学生川柳展 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

岩木山自然学校 ※全て一人料金

ネイチャークラフト(流木と石のアート等) ５００円 岩木山自然学校（弘前市）

環境工房（てんぷら油ロウソク、新聞バック） ５００円 岩木山自然学校（弘前市）

お問い合わせ　岩木山自然学校　０１７２－８３－２６７０

天神工房 ※全て一人料金

カヌー製作体験 19000円～ 天神工房（能代市）

オンラインカヌー体験 1000円 1時間 オンライン

お問い合わせ　二ツ井町観光協会　0185-73-5075　

白神山地　森のえき ※全て一人料金

羊毛フェルト体験 １５００円 １時間 羊毛ハウス　ちくちく（藤里町）

お問い合わせ　白神山地　森のえき　0185-79-2518

藤里町ツーリズム協議会 ※全て団体料金

白神山地のふもとで「ととのう」テントサウナ １２０００円 ３時間 （藤里町）

白神山地の麓で「きりたんぽ鍋＆だまっこ鍋」 ４６２０円 １時間 藤琴川（藤里町）

お問い合わせ　藤里町ツーリズム協議会　https://onl.la/x7r6byi

白神マタギ舎 ※全て団体料金

目屋豆腐づくり体験 １００００円～ ４時間 白神マタギ舎事務所（西目屋村） 発行　　　環白神エコツーリズム推進協議会

お問い合わせ　白神マタギ舎　0172-85-2628 ☎　0185-79-3005

世界遺産センターってどんなところ？ゆるっと学ぶ、ゆるっと遊ぶ夜長！
◎お問い合わせ　白神山地世界遺産センター藤里館　0185-79-3005

自然素材で自作リースを作って楽しむ
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

自然素材でオリジナルの正月飾りを作って楽しむ
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

西こぎん発祥の地・青森県西目屋村で、この冬ならではこぎん刺し展を開催します。
◎お問い合わせ　0172-85-2855

◎お問い合わせ　弘前観光コンベンション協会　0172-35-3131

能代山本地域では、キリタンポよりも手軽に作れるだまこもちが、日常的に食べられてきました
◎お問い合わせ　二ツ井町観光協会　0185-73-5076

◎お問い合わせ　白神山地世界遺産センター藤里館　0185-79-3005

◎お問い合わせ　能代市観光協会　0185-88-8802

自然を題材とした川柳の出展作品展
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810


