平成２８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

番号

1

イベント名

第２１回 親子木工教室

イベント予定日
※あくまでも予定です各団体にお
問い合わせください。

事業内容

7月24日（日）

木工教室（自由作成）。森の木が家になるまで。パネル展。

募集人数

→

問い合わせ先

250人

協同組合高知県木材工業団地連盟青年会
090-8970-7177

2

第5回四国ジビエグルメフェスタ

11月6日（日）

・森林保全活動等環境保全に関する勉強会
・森林での鹿や猪による食害問題、鹿肉の有効活用に関する勉強会
・若い世代（学生）のジビエ料理に関する取組みや提案
・間伐際を利用した木工教室
・鹿の食害関連の書籍、資料閲覧コーナー、パネル展示
・ジビエ料理の出店（ジビエうまいものGP）
・嶺北地域の物産販売、地元文化のアピール（神楽、よさこい他）
・山村移住促進活動
・地元の観光・特産品のアピール

3

大月の製炭学習と里山への植栽事業

11月12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

30人

大月町備長炭生産組合
0880-73-1633

45人

土佐教育研究会環境教育部会 橋本
088-844-4331

立川体験交流の会 永野
0887-78-0453

1,500人

嶺北ジビエ実行委員会
0887-72-0700

4

まるごと甫喜ヶ峰（森林で学ぶ高知家の自然環境） 10月9日（日）

① 樹木を知る活動（グリーンアドベンチャー等）
② 風力発電とその可能性（見学）
③ 環境音楽鑑賞（野外オカリナコンサート）など

5

「竹からパッカーン,パートⅡ」壁に使われる竹っ
て？
土壁を塗ろう！

里山から伐り出した竹を活用し、昔の家に使われていた土壁を再現する。
竹を使って水鉄砲とその日の昼食で使う食器を作る。
「鏝（こて）ともり板」や土壁の内部の事、水と森の関りについて紙芝居で
お話する。
自分で作った水鉄砲を使って川遊びをする。

30人

6

若山楮プロジェクト・若山楮蒸し剥ぎ・白皮へぐり体 12月11日（日）
験
12月18日（日）

若山楮の原木を刈取り、蒸して剥いでいく。天日干しにしたのち、浸水し一
枚の皮を専用の道具で黒皮・白皮に剥ぐ。その連動した工程を体験しても
らう。

340人

黒潮町佐賀北部活性化推進協議会 碇
0880-55-7272

11月6日（日）

間伐材を利用しての木工椅子作り体験、木の実のリース作り体験、木のト
レイ作り体験、森の○×クイズ、森林組合ＰＲ、森林・木材についての制度
の説明、林業機械の体験乗車、設計・リフォーム相談 等

500人

幡多山もりフェス実行委員会
0880-52-1152

7

幡多山もりフェス2016

7月31日（日）

島ノ川渓谷等修景緑化推進委員会
45人 中土佐町 農林課 植田
0889-57-2022

8

大野見島ノ川渓谷 秋の植物学習ウォーキング

11月5日（日）

大野見島ノ川渓谷にて紅葉時期にウォーキングを行い、植物に対する知
識と理解を深めるとともに、地域の森林を守る重要性を知ってもらう。

9

中土佐町まるごと市 木使い体験学習
① ヒノキ丸太でキャラ顔つくり！
② ヒノキを使って太鼓（カホン）をつくろう！

11月26日（土）
11月27日（日）

中土佐町まるごと市の企画のひとつとして、丸太を使ったキャラ顔づくり
と、中土佐町産ヒノキを使った太鼓（カホン）づくりの木工教室を行う。

10

白木谷を安全で住みよい里山にしよう！

10月1日（土）
10月2日（日）

実施場所に於いて、倒れると危険な孟宗竹や雑木を除伐すると共に、付
近の雑草の除去なども行う。参加者を一般公募し、竹や木の伐り方をス
タッフが指導する。

20人

森の元気！お助け隊
088-879-0923

11

きのこの駒打ち体験

平成29年1月29日（日）

シイタケ、なめこ、キクラゲなどの植菌体験を行うとともに、分解者としての
働きや自然の中での役割を学習する。

30人

甫喜ヶ峰森林公園ネイチャーゲームの会
(甫喜ヶ峰森林公園 0887-57-9007)

12

2016ネイチャーゲーム自然学校

8月27日（土）
8月28日（日）

甫喜ヶ峰森林公園を活用し、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、こどもたちの豊かな心や生きる力を育む。
自然学校（キャンプ）を開講しネイチャーゲームやクラフト、炊事体験など
を行う。

30人 甫喜ヶ峰森林公園ネイチャーゲームの会

13

展示会「しって！コウモリ！」（コウモリ・フェスティ
バル
【プレ・イベント】）

7月23日（土）
～9月11日（日）

コウモリの写真、標本、グッズ、研究発表ポスターの展示

1,000人

中土佐町まるごと市実行委員会
160人 中土佐町 農林課 植田
0889-57-2022

100人 ＮＰＯ法人四国自然史科学研究センター

14

森林総合センター祭「キッズフェス」

11月27日（日）

森林技術センター、研修センターは日頃の研究の成果を一般にわかり易
く解説するブースや森のスタンプラリー、林業機械試乗体験などを行い、
森林や林業に対する取り組みを知ってもらう場とする。情報交流館はボラ
ンティア団体の日頃の活動の成果や、楽しみながら自然や木に触れるこ
とができる体験ブースを多数用意する。
（出店予定：ノコギリ体験で間伐材のイス作り、花炭作り、竹馬、竹ぼっくり
などの昔遊び、地元の特産などの販売など）

15

障害のある子どもたちと家族の ～紅葉の森であ
11月13日（日）
そぼう～

・季節感を感じることができる秋、紅葉を通して森林や自然と触れあう
・参加者、スタッフ協力しながら野外料理をすることで、色んな人と触れあ
う

30人

16

障害者とボランティアの森林体験の集い２０１６

馬路村魚梁瀬の千本山に登山する。植物の研究者を講師に迎えて魚梁
瀬杉と馬路村の森林環境について学習する。

20人 障害者の生活と権利を守る高知県連絡協議会

11月6日（日）

情報交流館ネットワーク
0887-52-0087

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

17

18

フォレスティングワークショップ
～ 林道で五感を楽しむ一日 ～

まいなばざんまいツアー（第２回）

11月20日（日）

林内作業道を開設した山林を活用し、フリートレイルランのワークショッ
プを開催。（別紙資料参考）
同時に、林内で生産した木材を使ってスツール作りを行う。薪を使った料
理を紹介し、ドラム缶を使ったお風呂のデモンストレーションを行う。

30人

9月24日（土）

森林が豊かだからこそできるまいたけ、どう環境を維持し続けられるかの
話を聞く。参加者と住民が一緒に、原木で作られたまいたけ料理を作り、
味わう。
一緒にレクリエーションし、特に人口が減る若者たち同士が交流する場を
つくる。

70人 バーチャル本川村

11月19日（土）
～11月20日（日）

今年度、奥四万十博の事業として、親子で山を使って実施するもので、四
万十町の森に生息している昆虫に触れ、観察のポイントを学ぶことを導入
口にして、昆虫以外にも四万十の森の生物多様性を伝える機会にし、自
然環境保全に関する意識を高め子供たちの人間性豊かな成長を促した
い。

30人 昆虫の森をつくろう会

・講師の平澤先生（京都市在住）のガイドによるウォーキングトレイルでの
キノコの野外調査と学習会 ・キノコの採取 など

30人

公益社団法人生態系トラスト協会（四万十ヤイロ
チョウの森ネイチャーセンター）

8月7日（日）、11月13
日（日）、1月22日（日）

・木工教室及び公園及び公園内を探索 ・椿油作り体験及び公園内を探
索
・しいたけ作り体験事業

60人

海森自然体験公園
0880-55-2762

10月30日（日）

蟠蛇ヶ森に生息する生き物の話や、山の営利活動の話を聞いたり、この
山で育っている木や花などの植物観察を行いながら頂上を目指します。
下山後、道中で見つけた木の枝や木の実などを使い、木製のオリジナル
時計を作ります。

50人

NPO法人 暮らすさき
050-8808-6388

8月21日（日）

ネイチャーゲーム並びに自然体験活動を通し、海・川・山の持つ自然への
発見・不思議や地域文化を学ぶことにより、子どもの持つ感性を伸ばし、
「気づき」「理解」「行動」など「生きる力」を醸成するきっかけ作りを目的と
する。

30人 高知県シェアリングネイチャー協会

9月10日（土）～9月11
日（日）

実習：野外で12程度のネイチャーゲーム体験実習および指導実習
講義：室内で4時間～（一部野外での講義あり）
「自然案内とは」「実践法」「指導員制度」「安全対策/自然への配慮」
など

30人 高知県シェアリングネイチャー協会

19

奥四万十 親子自然体験キャンプ

20

親子バスツアー～奥四万十の森にひっそりと生き
10月16日（日）
る不思議なキノコの世界を学ぼう！

21

自然体験・山の学校

22

自然と暮らすさき2016～いざ！須崎のてっぺん
へ！
ばんだがもりハイキングVol.2～

23

24

「ムシむし虫」まきのでネイチャーゲーム！

2016ネイチャーゲームリーダー養成講座

サンゴと森の救援隊
090-9456-0563

25

四季の樹木観察会と季節の味覚を楽しもう

９月１３日（火）・第２回
延期・１２月１７日（土）

四季の樹木観察会と季節の味覚を楽しもう
～樹木観察会と流しソーメン～
～樹木観察会と秋の味覚を楽しもう（焼き芋と焼き栗大会）～
～樹木観察会と餅つきで交流しよう～

26

高知の木で太鼓を作ろう！2016

平成28年8月～平成29
年1月31日

高知県産の桧材などを使って、箱型の楽器（カホンおよびボンゴ）を作っ
て、演奏をする。

90人

高知の木で太鼓を作る会
090-5275-8080

27

高知の木で太鼓を作ろう！in幡多山もりフェス2016 11月6日（日）

高知県産の桧材などを使って、箱型の楽器（カホンおよびボンゴ）を作っ
て、演奏をする。

40人

高知の木で太鼓を作る会
090-5275-8080

50人 鏡川こども祭り実行委員会

30人 水森緑

28

第７回 鏡川こども祭り

9月25日（日）

体験コーナー、学習コーナー、発表コーナー、飲食コーナーに分かれ、川
の生き物探しや間伐材利用の加工体験、水質浄化実験、写真による環境
学習、ステージ発表ほか普段出来ない体験学習

29

原木さしみSHOW

11月26日（土）27日
（日）

地元の協力者から提供して頂いた木の加工体験など

30

映画「絵の中のぼくの村」による里山の魅力発信
事業

未定

東陽一監督を招聘してのトークショー、上映会

31

美南国に集まれ！子どもeco活動交流会

平成29年1月21日（土）

地域の学生によるポスターセッション、地元NPOのワークショップ等

32

介良小どんぐりの森を元気に！

平成29年1月22日（日）
・1月28日（土）

介良小、どんぐりの森の整備等

166人

里山ファミリー
0889-55-2159

280人 上東を愛する会

80人 特定非営利活動法人

150人 介良小苺の会

※以下３３～３６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

33

子ども体験活動事業

平成28年6月末日
～平成29年1月末日

木の実クラフト、バードカービング、木の人形作り、枝の虫作り、県産桧端
材での家作り、竹で作るカッコー笛作り、万華鏡作りと自然観察、ラワンの
種とばし等
おもしろ理科実験
森林環境税を含めた森林環境学習

570人 体験活動高知

環境の杜こうち

34

35

36

平成28年7月20日（水）
～平成29日1月31日
（火）

・森林学習
・人工林、里山林での間伐体験
・里山林を活かした森林環境学習
・各種木工教室
・その他教室

山の一日先生派遣

平成28年9月1日（木）
～平成29年1月31日
（火）

【木を育てる】
・森林学習 ・間伐体験
【木に親しむ】
・森林散策 ・植物観察 ・ネイチャーゲーム ・森あそび
【木を活かす】
・木工クラフト ・シイタケの駒打ち体験

森林体験と教育

平成28年8月25日（木）
～平成29年1月31日
（火）

（1）自然体験・森林教室
（2）椎茸栽培教室
（3）木工教室・竹細工教
（4）森林林業現地体験教室

山の一日先生派遣事業

2,500人 情報交流館ネットワーク

一般社団法人 高知県山林協会

200人 津野町森の拠点づくり運営委員会

