平成２９年度こうち山の日推進事業イベント実施事業一覧表
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
※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

募集人数

問い合わせ先

1

季節の自然とふれあうネイチャーゲームの会

9月30日（土）
10月14日（土）
12月2日（土）

季節の自然とふれあう遊びとネイチャーゲームを通して、季節の移り変わ
りを感じる
・「虫の音コンサート」
・「木の実を見つけよう」
・「冬の風と友達になろう」

28人 高知城公園シェアリングネイチャーの会

2

里山を守ろう
「遊歩道を作り、植樹をして楽しめる場所に！！」

11月3日（金・祝）

荒廃森林・荒廃竹林侵入竹林の除伐・間伐整備
遊歩道を作り、植樹をする
地域住民・地域外が集うことのできる場所にする

21人

3

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7日(土）

樹木の種類や働きを知る活動や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、野外オカリナコンサート

4

『冬のまきのでネイチャーゲーム「宝さがし」』

平成30年1月27日（日）

森の元気！お助け隊

118人 土佐教育研究会環境教育部会

22人
牧野植物園でネイチャーゲームを実施
（「フィールドビンゴ」「宝さがし」「動物パズル」「森の美術館」など）
雨天時は、ものづくり･企画展「命を感じる絵本」作り

まきのシェアリングネイチャーの会

5

『「ムシむし虫」まきのでネイチャーゲーム』

8月12日（土）

6

夜の森でコウモリと季節を感じよう

7月1日（土）
～11月30日（木）

天狗高原の森林で確認されているコウモリの調査及び夜間の観察
森林内を散策 アナグマの観察も紹介

7

幡多山もりフェス2017

11月12日（日）

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、大きな松ぼっくツリー作り、森の○×クイズ、森林紹介
冊子配布、竹を使った昔遊び体験、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

8

若山楮イベント

平成30年
1月21日（日）･28日
（日）

『蒸し剥ぎ体験』
若山楮の原木を刈取り、蒸して剥いでいく
『白皮へぐり体験』
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

200人 黒潮町佐賀北部活性化推進協議会

190人 越裏門･寺川地区村おこし協議会

27人

36人 四国自然史科学研究センター

4,000人 幡多山もりフェス実行委員会

9

～氷室の里～ 「きのこ大収穫祭」開催時事業

10月7日（土）

○きのこ学習とナメコ栽培体験
（森林生態系におけるきのこの役割の学習＆ヒノキ間伐材を活用したナメ
コ栽培体験）
○きのこ学習と収穫体験
（きのこの生態学習＆栽培きのこ収穫体験）
○森林学習（森林の機構と働き）

10

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15日（日）

「プチ盆栽づくり」 「秋の森のお散歩タイム」 「ネイチャーゲーム」の体験
と昼食づくり

11

Trail Jamboree in 甫喜ヶ峰 2017

12月3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

163人

12

第6回四国ジビエグルメフェスタ2017

11月19日（日）

・森林環境における食生活に関する勉強会
・CLT工法による木材有効活用に関する講演
・害獣による森林の食害の状況などに関する勉強会
・手漉き和紙体験コーナー ・間伐材を使った射的コーナー
・ジビエ料理出店

810人 （ゆとりすとパークおおとよ）

13

障害者とボランティアの集い２０１７
～笹原を歩く～

10月1日（日）

障害者とボランティアが協力し合いながら、瓶ヶ森の笹原を歩いたり、現
地で自然や森林についての学習

12人 障害者の生活と権利を守る高知県連絡協議会

14

「アニマルカーニバル」山の動物を知ろう！

8月6日（日）

山にはどんな動物がいるか、調査ビデオなどで紹介し、その動物たちと人
間との関わりや、鳥獣被害に関することなどを紙芝居で学習
罠の話しと実際に罠作りを体験
川遊び（雨天時は、木工クラフト）

22人 立川体験交流の会

15

情報交流館祭り「キッズフェス」

11月26日（日）

自然の中で楽しみ、体験し、学び、木にふれ、森を知るための木工体験、
自然体験、企画展示など（丸太三種競技大会など）

16

大月の製炭学習と里山への植栽活動

11月11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

17

氷室の里きのこ大収穫祭における
「野生きのこ等展示解説」開催事業

10月7日（土）

○野生きのこの展示及び解説
（石鎚山系を中心に採取したきのこの展示及び解説）
○野生きのこ等の写真展示
○森林散策の留意パネル展示

100人 ネイチャークラフト研究会

18

第8回 鏡川こども祭り 木工コーナー

9月24日（日）

体験、学習、発表、飲食の各コーナーを設け、川の生き物探しや間伐材利
用の加工、水質浄化実験、写真による学習、ステージ発表など、普段でき
ない体験学習

100人 鏡川こども祭り実行委員会

五感いっぱい「夏休みラストキャンプ」

8月26日（土）
～27日（日）

自然学校（キャンプ）を開講し、テントの設営から、ネイチャーゲーム（「カモ
フラージュ」「動物発見ラリー」「カメレオンゲームなど」）や木工クラフト、炊
飯体験など

34人 甫喜ヶ峰森林公園ネイチャーゲームの会

20

～森林インストラクターと訪ねる～樹木観察バスツ
アー
（室戸岬の亜熱帯植物群落とヤッコソウ観察）

11月23日（金･祝）

森林インストラクターと室戸岬亜熱帯植物群落の観察、金剛頂寺境内に
分布するヤッコソウを中心に照葉樹林帯の植生の観察

22人 高知県森林インストラクターの会

21

地元産材木を使用したテーブル＆イス＆手すり制 10月1日（日）
作ワークショップ
～11月2日（木）

スギ、ヒノキの特性に関する座学
地域内外が集う場所としての、『瀬戸の川床』（ツリーテラス）で使用する
テーブル、長椅子などを地元産材木で制作する

26人 Hand in Hand Project（ハンドインハンド プロジェクト）

22

久保谷森林セラピーロード活用事業

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 道に生え
ている木･草花･苔などにふれ、またセラピーロードを歩くことでのセラピー
効果を体感する

97人 090-4786-3621（下元）

34人
一般社団法人 高知県山林協会
（甫喜ヶ峰森林公園）

8月27日（日）
11月12日（日）

嶺北ジビエ実行委員会

750人 情報交流館ネットワーク

22人 大月町備長炭生産組合

松原まろうど会
090-4976-2461（久岡）

中土佐町まるごと市実行委員会

23

大野見島ノ川渓谷 秋の植物学習ウォーキング

11月4日(土）

紅葉時期の大野見島ノ川渓谷で、ウォーキングを行い、道中で木や植物
の名前や特徴について学習

32人 0889-57-2022（中土佐町農林課 植田）

24

一家に一基！ドラム缶で炭窯づくり

平成30年1月14日（日）

炭の原木を切り出し、ドラム缶やホームセンター等で手軽に入手できる資
材を用いて、炭焼きができるワークショップを開催し、実際に炭焼きを体験
をする

22人 090-7629-9643（浜口）

25

10周年記念「遊ぼうアジロ山」
まるごと自然体験事業

11月19日（日）

不法投棄などでゴミの山化していたアジロ山を、子どもたちが遊べる「アジ
ロの自然の森」として整備を始めての10周年記念感謝祭
森での記念植樹、Eco環境学習、クラフト体験など

26

自然体験・山の学校

11月23日（金･祝）
平成30年1月21日（日）

・椿油作り体験、公園内散策
・炭焼き体験

サンゴと森の救援隊

アジロ山の自然と環境を守る会

300人 088-843-8533（松岡）

海森自然体験公園
・

41人 0880-55-2762
090-4337-0495(岸本）

27

講演会「ダニに注意！」

平成30年2月3日（土）

重症熱性血小板減少症候群に関する詳細な情報を知り、注意喚起を行
い、発生を未然に防ぐ、またダニに対する効果的な予防対策を学習

50人 0889-40-0840（新荘公民館）

四国自然史科学研究センター

28

2017ふなと四万十川源流点ウォーキング

11月11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、植樹もする また河内五社神社では、「津野山古式神
楽」「ふなと花取り踊り」を鑑賞して、里山文化にふれる

35人 船戸活性化委員会「四万十川源流点」

29

The Children of the Forest みんな森のこどもたち 10月28日（土）

映画『森聞き』の上映
植林活動や環境保護活動を行う新プロジェクトの説明会およびディスカッ
ション 森のようちえん発足に向けての説明会･ディスカッション

90人 トランジション四万十

30

木に親しむ／木工教室＋家づくり＋演奏会

11月11日（土）

木材とのふれあい･香美の木で建てた家の実例報告、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･演奏会

31

森と人をつなぎ、命の水を育む植樹祭

11月11日（土）

スギやヒノキの人工林内に、ツツジやモミジ、クヌギなどの落葉広葉樹を
植樹し、針･広混交林化を目指す 間伐材等を活用しての木工教室

100人 良材ネットワーク

21人 こうち森林救援隊

※以下２９～３１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
【木を育てる】
・森林環境学習 ・間伐体験

32

山の一日先生派遣

平成29年7月1日（土）
【木に親しむ】
～平成30年1月31日（水） ・森林散策 ・植物観察 ・ネイチャーゲーム ・森あそび

1,724人 一般社団法人 高知県山林協会

【木を活かす】
・木工クラフト ・シイタケのコマ打ち体験

木の実クラフト、バードカービング、枝鉛筆作り、木の人形作り、枝の虫作

33

子ども体験活動事業

平成29年6月30日（金）
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
～平成30年1月31日（水） 察、ラワンの種とばし等

719人 体験活動高知

森林環境税を含めた森林環境学習
・森林学習

34

山の一日先生派遣事業

・人工林、里山林での間伐体験
平成29年7月1日（土）
・里山林を活かした森林環境学習
～平成30年1月31日（水） ・各種木工教室
・その他教室

2,822人 情報交流館ネットワーク

