平成３０年度こうち山の日推進事業イベント一覧表
随時 参加者募集中！！
山に関するイベント情報などは森と緑の会HP・フェイスブックをご覧下さい

イベント名

番号

イベント予定日

事業内容

※あくまでも予定です各団体にお
問い合わせください。

1

石おのからチェーンソーまで（木こりの今昔ものがたり） 未 定

・山の暮らしにおいて用いられた道具の紹介
・石おの等を使用した丸太切り体験および野菜切り体験
・丸太を使って物作り
・河原で生物どり体験

2

龍河洞をみどりを守ろう会

10月6日(土）・7日(日）

地域住民や地域外の人たちで植林作業を施し、龍河洞自然公園の健全
なる森づくりを目指す

3

『「ムシむし虫」まきのでネイチャーゲーム』

8月19日(日）

募集人数

問い合わせ先

30人 立川体験交流の会

25人

5

平成31年1月27日（日）

30人

奥四万十 親子自然体験キャンプ

・カブトムシの採取や昨年作った昆虫産卵床などの観察をする
7月28日（土）～29日（日） ・野鳥や川の生き物学習を通して、自然のよさや大切さを知り、たくさんの
友達を作ることを目的とする

30人

11月18日（日）

・森林や木材等に関連した出展や展示、ワークショップ
・森林センターの自然を活用した自然体験
・地元の特産品などの出店
・森の音楽会
など

11月10日（土）

大野見島ノ川渓谷の紅葉を観ながらウォーキング
道中で植物や木について学習する
今年は、マラソン大会形式も行う (希望者）

若山楮イベント

12月8日（土）・16日(日）

・『刈取り体験』 (12/8)
若山楮原木を刈り取り、枝打ちし1本の原木にして束ねる
1mに玉切りをして、窯に入る状態にする
・『蒸し剥ぎ体験』 (12/16)
釜から蒸し上がった原木を1本の皮に剥いでいく

自然体験・山の学校

8月5日（日）
11月23日(金･祝）
平成31年1月19日(土）

○木工ワークショップ (8/5)
○椿油作り (11/23)
○炭焼き体験 (1/19)
間伐材を利用しての木工椅子作り体験、木のおもちゃ箱作り体験
木の実リース作り体験、大きな松ぼっくりツリー作り
森の○×クイズ、森林紹介冊子配布
山林の相続登記について(トークデェスカッション)
林業機械の体験乗車 等

こうち山の日
森林総合センター祭 キッズフェス

7

大野見島ノ川渓谷
秋の植物学習ウォーク＆ラン

8

9

まきのシェアリングネイチャーの会
088-822-6832（森本）

『冬のまきのでネイチャーゲーム「宝さがし」』

6

10

第6回 幡多山もりフェス2018

10月28日（日）

11

五感いっぱい「夏休みラストキャンプ」

8月25日（土）～26日（日） 発見ラリー」「森の美術館」など）や木工クラフト、炊飯体験など行う

12

遊歩道をつくって
原木シイタケ作りとシイタケ採取を楽しもう！！

1,000人

60人

200人

昆虫の森をつくろう会
088-822-6832（森本）

情報交流館ネットワーク
0887-52-0087

島ノ川渓谷等修景緑化推進委員会
0889-57-2022（中土佐町農林課 植田）

黒潮町佐賀北部活性化推進協議会
0880-55-7272(碇)

海森自然体験公園
各20人 0880-55-2762
090-4337-0495(岸本）

500人

自然学校（キャンプ）を開講し、ネイチャーゲーム（「カモフラージュ」「動物

11月3日（土･祝）

公益財団法人 龍河洞保存会
088-53-2144

30人
牧野植物園で自然体験活動(環境教育）プログラムであるネイチャーゲー
ム等を実施し、子どもたちの豊かな感性を呼び起こし、生きる力とを育む
（「フィールドビンゴ」「宝さがし」「動物パズル」「昆虫をつくってみよう」など）

4

→

幡多山もりフェス実行委員会
0880-63-3151(宿毛市森林組合）

30人 甫喜ヶ峰森林公園ネイチャーゲームの会

間伐体験（チェーンソー指導、見学）や枕木や杭を作って遊歩道をつくる
原木（栗やコナラ）へシイタケのコマ打ち体験、また昨年コマ打ちした原木
からシイタケを採取する

30人

森の元気！お助け隊
088-879-0923(山本）

13

第7回四国ジビエグルメフェスタ2018 （木と遊ぼう） 10月7日（日）

・害獣対策の現状と課題についての講演
木材の町大豊町についての講演
・食害関連の現状と対策のパネル展示
・ジビエ料理の解説、料理を楽しむ（スタンプラリー）
・射的用銃での模擬狩猟体験、木工教室、丸太切り競争
・ジビエグッズの紹介、販売

14

障がいのある子どもたちと家族の
～秋の森を楽しもう～

10月14日（日）

「ミニ箱庭作り」 「秋の森のお散歩タイム」 「ネイチャーゲーム」の体験 と
昼食（カレー）づくり

一般社団法人 高知県山林協会
700人 0887-57-9007（甫喜ヶ峰森林公園）

235人

15

甫喜ヶ峰フェスティバル 2018

11月11日（日）

各種木工クラフトづくりが楽しめるブース、体験を通した森林環境教育の
推進･木材普及ブース、地産地消を推進するブース、森の音楽会やスタン
プラリー、昼食コーナー、パネル展示、フリーマーケットなどを実施

16

Trail Jamboree in 甫喜ヶ峰 2018

12月2日（日）

10ｋｍ、リレー、キッズのそれぞれのコースを走ることで、自然を楽しむ

17

障害者とボランティアの集い２０１８
「天狗高原自然休養林」を歩く

9月23日（日）

障害者とボランティアが協力し合いながら、天狗高原の環境保全林や四
国カルスト草原を歩いたり、植物観察など、現地での自然や森林について
の学習

9月30日（日）
11月 (予定）

・千本山風景林に自生する植物についての解説、名札付け
野外活動後は、座学にて学習 （案内人育成） (9/30)
・9月研修受講者が、一般参加者にむけて、千本山風景林に自生する
植物について解説する (11/予定)

8月12日（日）
10月14日（日）

・バードビュー･ジップライン （森林空間を移動して森の様子を観察）
森の木のシーソー など （8/12）
・バードビュー･ツリークライミング（大木の樹冠から森の様子を観察）
森のブランコ など （10/14）

18

魚梁瀬千本山風景林の植生を知って
自然の成り立ちを学ぼう！

19

お山の手造り遊園地で遊ぼう

20

11月11日(予定）
木に親しむ / 木工教室＋家づくり発表会＋演奏会 11月下旬～12月上旬
（予定）

21

大月の製炭学習と里山への植栽事業

22

久保谷森林セラピーロード活用事業

・「大工技術」を体験する、中学生を対象とした木工教室
建築現場見学 （11/11）
・香美の木で建てた家の事例報告･香美市産材のＰＲ
地域材で建てる木材住宅の助成制度の説明 森林環境税の周知
「マリオネット」演奏会 （11月下旬～12月上旬）

11月10日（土）

製炭体験、ウバメガシの植栽、ウォーキング、どんぐり拾い、苗木づくり

9月2日（日）
11月11日（日）（予定）

・久保谷森林セラピーロード道路整備作業を体験する
ピザ作り体験 雲の上図書館 （8/26）
・セラピーガイドと一緒に久保谷森林セラピーロード体験をする
ピザ作り体験 雲の上図書館 （11/11）

1,200人

嶺北ジビエ実行委員会
0887-72-0700（ゆとりすとパークおおとよ）

30人

障害者の生活と権利を守る高知県連絡協議会
25人 申し込み
088-871-6592 (FAX）
問い合わせ 090-4332-0626（松本）

9/30
11/予定

8/12
10/14

（木工教室）
（家作り発表会）

10人
魚梁瀬山の案内人クラブ
20人

15人
ノツゴ山力石いやし作りの会
20人

20人
木に親しみ 流域を結ぶ会
200人

30人

大月町備長炭生産組合
0880-73-1633

松原まろうど会
各30人 090-4786-3621（下元）
090-4976-2461（久岡）

ワンダーランドの森・親子植樹イベント

10月27日(土)･28日(日)
11月10日(土)･11日(日)
12月1日(土)･2日(日)

親子で記念植樹、、名札付けをして親しみを深める
トラストの森周辺などで自然観察やボート遊びを楽しむ

愛される運動公園づくりのための記念植樹祭

平成31年1月12日(土)
(予定）

高知県立春野運動公園が愛される公園となるように、参加者が公園内へ
桜の苗木を植樹する
木工ワークショップ(マイ箸･マイストラップ･竹細工など）

50人 こうち森林救援隊

11月10日（土）

四万十源流点（古道、木間道）までの18kmコースと8kmコース（どちらか）
をウォーキングし、植樹をする
河内五社神社で「津野山古式神楽」「ふなと花取り踊り」を鑑賞し、
里山文化にふれる
四万十源流センターせいらんの里での昼食

50人

本格的な門松づくり教室開催事業

12月24日(月･祝）

「門松」の歴史と文化、日本に持ち込まれた孟宗竹の歴史と利用について
の講話の後、門松を製作する
里山で増加が目立つ竹林の現状を紹介し、竹炭や竹製品などの活用に
ついての提案

20人 甫喜ヶ峰森林公園ネイチャーゲームの会

27

炭窯づくり研修 大修繕

12月～平成31年1月
（予定）

高知県森林センターにある炭焼き体験用の炭窯を大修繕する
（すべて取り崩し、新たに作る）
その作業工程を記録化し、炭窯づくりの資料を作成する

28

室戸岬の亜熱帯植物群落と
ヤッコソウ観察ツアー開催事業

11月23日(土・祝)

室戸岬周辺(亜熱帯植物銀落)および金剛頂寺(ヤッコソウ）等を散策し、樹
木を中心とした植物の特徴を観察するとともに、森林の公益的機能と生態
系の循環を学習する

20人 高知県森林インストラクターの会

29

Foresting Workshop Vol.3
～ 山から学び、作る ソーシャルな一日 ～

平成31年1月 (予定）

山仕事の内容や取り組みの理念を紹介しながら林内作業道を歩き、山に
親しんでもらう 切り出した木材で、積み木づくりを行い、山からつくる商品
づくりまでを体験する

30人

9月30日(日）

体験・学習・発表・飲食の各コーナーを設け、川の生き物探しや、水質浄
化実験、写真等による学習、ステージ発表、などのイベント
木工コーナーでは、マイ箸、小枝ストラップ、小動物、竹のぼりなどを作る

80人

土佐教育研究会環境教育部会
088-844-4331（高知小 松岡）

40人

本山町観光協会
088-76-4187

23

24

25

26

2018ふなと四万十川源流点ウォーキング

30

第9回 鏡川こども祭り 木工コーナー

31

まるごと甫喜ヶ峰
～親子で体験する高知家の自然環境～

10月6日(土）

樹木の種類や働きを知る活動、森林の果たしている役割を知る
（子どもたちが身近な自然に関心を持つ）
風力発電の見学と学習、野外オカリナコンサート

32

樹木医と 桜を「見て観て診て」 みぃや！

9月15日(土）

樹木医とともに、本山町上街公園内の桜を観察しながら、樹木の生態や
管理について学ぶ

33

厄介竹(支障林）を使ってハマルシェ×ハマアソビ
～山と海をツナグ*
9月17日（月・祝）
竹で！海で！とことん遊びつくそう～

・あわのハマルシェ
地域の住民が中心となって作った竹のオブジェや地域の食事を提供
・竹のワークショップ
竹とんぼ作ってとばす
竹めしつくり
竹水鉄砲作って的あてゲーム
竹編みストラップづくり

50組100人

のべ30人

（公社）生態系トラスト協会
050-8800-2816

船戸活性化委員会「四万十川源流点」
0889-62-3623（四万十源流センター せいらんの里）

情報交流館ネットワーク
0887-52-0087

サンゴと森の救援隊
090-7629-9643（浜口）

100人 鏡川こども祭り実行委員会

400人 集落活動センターあわ

※以下３４～３６までは山の一日先生派遣事業です。幼稚園・小・中学校や児童クラブなど団体を対象とし、学校や団体の要望に応じて森林環境学習などの出前授業を以下の団体が行っています。

授業依頼は実施団体へ直接お問い合わせください
34

35

36

子ども体験活動事業

身近な自然を体感する万華鏡、ナイフで木を削るバードカービング等ほか
平成30年7月1日（日）
メニュー80種から、幼児から高齢者までの幅広い年齢層、能力、季節など
～平成31年1月31日（木） に合う学習ともの作りがセット
高知県の山の現状、森林環境税についての説明

1,000人 体験活動高知

山の一日先生派遣事業

森林学習(身近な自然、木と人の関わり、森林の働き、山での仕事)
人工林、里山林での間伐体験
平成30年7月1日（日）
里山林を活かした森林環境学習
～平成31年1月31日（木） 各種木工教室
森林環境学習(万華鏡作り、紙漉き体験、炭焼き体験、花炭作りなど)

2,500人 情報交流館ネットワーク

山の一日先生派遣

・森を育てる教室
・森と親しむ教室
平成30年7月1日（日）
・木材とふれあう教室
～平成31年1月31日（木） ・森・川・海のつながりと森の役割を学ぶ
・奥山自然林の学校
・川の学校(川から森を考える授業）

1,500人 一般社団法人 高知県山林協会

