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1 1 広島県 9月20日(日） 20 20
10:00～15:00
現地集合・解散

呉市「灰ケ峰公園」遊歩道
広島の森 わくわく探検隊 第
１回 呉市の里山『灰ヶ峰公
園』の巻

自然体験クイズラリー～非常時に役立つ枝葉
探し～遊べる木の実クラフト

呉市農林水産課 出前
森林教室担当
TEL0823-25-3339

2 1 奈良県 9月22日（火・祝） 15 23
桜井市「彩雲広場」
入口集合9:30
解散14:30

彩雲広場（鳥見山山麓）→鳥見山山
頂→桜井木材協同組合貯木場→元水
源地→粟原川源流→彩雲広場

木の町桜井・歴史のふるさと
桜井で自然と歴史を体感

鳥見山散策、落葉樹林・常緑樹林・天然林・
人工林観察、鳥見山山頂から周辺の歴史、貯
木場見学、粟原川源流、沢ガニ取り

関西支部

3 2 広島県 9月27日(日） 20 20
10:00～15:00
八本松駅集合～移動
～解散

東広島市むささび農園　里山林
広島の森 わくわく探検隊 第
２回 東広島市の里山・むさ
さび農園裏山の巻

五感と身体研ぎ澄ます森の一日　　森の中で
体を使いこなす～火を使いこなす～感性を使
いこなす

呉市農林水産課 出前
森林教室担当
TEL0823-25-3339

4 1 滋賀県 10月11日（日） 15 25
集合・解散：一丈野
駐車場

「田上山」一丈野国有林
（湖南アルプス自然休養林内）

治山の森、森林荒廃とその復
旧歴史①

森の実りの季節を体験
ウォーキング、木の実や落ち葉拾い

関西支部

5 2 奈良県 10月11日（日） 15 20
【集合 9:30・解散
15:00】桜井駅南口
（バス利用）

談山神社と御破裂山散策
不動の滝・談山神社・御破裂
山（アカガシの森）

森の楽しさ　グループ活動 関西支部

6 3 広島県
10月17日(土）
雨天

20 6
10:00～15:00
現地集合・解散

呉市「灰ケ峰公園」遊歩道沿い・林
間歩廊・広場

広島の森 わくわく探検隊 第
３回 呉市の里山「灰ヶ峰公
園」の巻 Part.2

木の実を知って「子ども樹木博士」になろう&
「ネイチャーゲーム」で秋を満喫しよう!

広島地区担当：「もり
ゆう」大村

7 1 千葉県 10月18日(日） 15 15
【集合 9:30・解散
14:30】内山緑地建
設（株）事務所前、

君津市馬登
鹿野山　君津のさんぽ道

養蜂見学と‘君津のさんぽみ
ち’散策

国有林（千葉森林管理事務所国有林‘遊々の
森’）・ヤマザクラ巨木・緑化木栽培地・里
山の養蜂（ミツバチ）利用見学

関東支部

8 1 京都府 10月18日(日） 15 9
集合9:30地下鉄蹴上
駅・解散15：00山科
駅

京都市左京区
・山科区

天然林・人工林を歩き、間伐
を体験

森の動物のフィールドサイン、檜皮の採取現
場、ヒノキの年輪、間伐・玉切り、皮むきを
体験　往：日向神宮経由

関西支部

9 1 埼玉県 10月25日(日） 15 11
集合：西武球場前駅
9 ： 00 解 散 ：
15：00

狭山丘陵：西武球場前駅→トトロの
森3号地、15号地、湿地を経てトト
ロの森1号地→堀口天満宮→狭山自
然公園入口→狭山湖運動場→西武球
場前駅

トトロの森から狭山湖を巡
る、秋の生き物を見つけよ
う！

ハイキング、生き物観察、ナショナルトラス
ト運動を知る

関東支部

10 1 神奈川県
11月1日（日）
（予備11/3）

15 11
丸太の森駐車場･集
合･解散

南足柄市・足柄森林公園丸太の森
火起こし体験と野外クッキン
グ

火起こし体験　薪に点火　野外炊事（ネジネ
ジパン）　片付け　振り返り

関東支部

11 2 千葉県 11月1日(日） 15 22
集合：三舟山の里管
理事務所駐車場9:30
解散：同上15:00

君津市小香　遊歩道・畑
三舟山

芋ほり体験と歴史ある里山散
策

サクラの小道（落葉の森）・オオシマザクラ
の薪炭林・常緑の森散策・古戦場・展望台・
下山・（昼食）・里山の説明・谷津で芋ほり
体験

関東支部

12 2 京都府 11月1日(日） 15 18
集合9:30地下鉄蹴上
駅・解散15：00蹴上
駅

安祥寺山コース
蹴上 南禅寺 安祥寺山 （新島）
八重の墓　若王子神社　蹴上

巨大木造建築と森の結びつき
をめぐる

南禅寺の巨大木造建築。ヒノキ・ケヤキ等、
枝打ち・高枝ノコギリ体験　復：八重の墓経
由

関西支部

13 1 和歌山県 11月7日（土） 15 9

集合 管理棟前
9:30
解散 管理棟前
16:00

県立森林公園　根来山げんきの森 野鳥観察と巣箱づくり
午前：里山の野鳥観察・森にかかっている巣
箱の回収と利用状況調べ
午後：巣箱づくり・巣箱設置

関西支部

14 2 滋賀県 11月8日（日） 15 20
集合解散：京阪坂本
比叡山口

比叡山
　東塔→行者道→西塔

1200年の歴史
世界遺産
水源の森100選
森林管理と林業

根本中堂平成令和の大修理見学
行者道ウォーキング

関西支部

15 3 奈良県 11月15日（日） 20 17
集合9:30近鉄大和朝
倉駅、解散 14:30石
位寺

近鉄大和朝倉～外鎌山～奥の谷（昼
食）～忍阪散策（舒明天皇陵他）・
石位寺～大和朝倉駅

木の町桜井・歴史のふるさと
桜井で自然と歴史を体感
～自然と歴史にふれあい感覚
を研ぎ澄まし自分で考え行動
する～

外鎌山登山・歴史の道散策・墓陵見学・万葉
歌解説・白鳳時代に思いを馳せる

関西支部

16 2 神奈川県
11 月 22 日 （ 日 ）
（予備11/23）

15 7

集合：9:00湯河原駅
9:30幕山公園管理棟
前
解散：15:00湯河原
町民体育館駐車場

幕山公園散策（昼食） 吉浜海岸
湯河原町民体育館

新崎川の源流から河口をたど
る

新崎川の上流から河口まで歩き森の役割を考
える　海岸でビーチコーミング　地域の特徴
を学ぶ

関東支部

17 2 埼玉県 11月22日(日） 15 6
集合：秩父鉄道長瀞
駅 改 札 前 9:10 解
散：15:00

長瀞駅→長瀞岩畳→月の石もみじ公
園観察→自然の博物館→親鼻橋（紅
簾石片岩）→春日神社→蓬莱島公園
→金石水管橋→長瀞駅

長瀞岩畳と自然の博物館

岩畳、赤壁、ポットホール、紅簾石片岩見
学、長瀞渓谷観察、長瀞渓谷の生い立ち、化
石見学、月の石もみじ公園、自然の博物館に
てカエデ21種観察、紅葉

関東支部

18 4 広島県 11月28日(土） 20 18
9:30～14:30
現地集合・解散

広島市「元宇品公園」中ノ谷→赤と
んぼ広場→森の小径→海岸→プリン
スホテル

「広島の森 わくわく探検隊
第４回 広島市 不思議発見
「元宇品公園」の巻

森林ウォーク・森の成立と遷移・照葉樹林に
ついて・ツチトリモチの観察

呉市南区地域起こし推
進課

19 5 広島県 11月29日(日） 20 8
10:00～14:00
現地集合・解散

広島市「広島里山工房」
広島の森 わくわく探検隊 第
５回 広島市「広島里山工
房」の巻

「里山」での作業や遊びを通じて暮らしのあ
り方について学ぶ

森とまちづくり・工房
はやし　林

20 1 栃木県 12月05日(土） 15 10
9:30～14:30
現地集合・解散

栃木県栃木市　みかも山公園
森の不思議探し＆自然素材の
クリスマスリースづくり

　～自然観察会とネイチャークラフト 関東支部

21 2 和歌山県 12月12日（土） 15 12

集合 管理棟前
9:30
解散 管理棟前
16:00

県立森林公園　根来山げんきの森 探検！根来山げんきの森
げんきの森最長歩道のスカイラインで、見晴
らしポイントを探しながら、森の探検

関西支部

22 3 滋賀県 12月13日（日） 15 12
集合解散：一丈野駐
車場

 田上山・一丈野国有林②
治山の森、森林荒廃とその復
旧歴史②

紅葉の森、タマミズキの赤い実を観察、ゲー
ム、クラフト

関西支部

23 3 千葉県 12月13日(日） 15 15
集 合 9:30 ・ 解 散
14:30三島小学校校
庭

君津市三島・旧三島小学校
清和県民の森

紙づくり体験と自然豊かな里
山散策

樹木の繊維で紙すき体験・三島小周辺の里山
散策・三島神社（スギ巨木と雨乞い信仰）

関東支部

24 3 京都府 12月13日(日） 15 18
集合9:30地下鉄御陵
駅・解散15：00蹴上
駅

京都市山科区
・左京区 古代の遺跡、山中の滝を探検

古代寺院遺跡、中世の砦跡、楼門の滝、水源
涵養、花炭・クロモジ茶を体験　復：楼門の
滝・鹿ケ谷経由

関西支部

25 4 奈良県 12月13日(土） 20 22
集 合 9:30 ・ 解 散
15:00 大神神社鳥
居前広場

山辺の道散策と古き社で自然観察
大神神社参拝・山辺の道・檜
原神社・奥不動寺

大神神社参拝・山辺の道・檜原神社・奥不動
寺

関西支部

文部科学省委託事業　子供たちの心身の健全な発達のための子供の自然体験活動推進事業

子ども森林インストラクター認定プロジェクト（日程・フィールド・プログラム）一覧　進捗状況表（2020.9～2021.3）
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文部科学省委託事業　子供たちの心身の健全な発達のための子供の自然体験活動推進事業

子ども森林インストラクター認定プロジェクト（日程・フィールド・プログラム）一覧　進捗状況表（2020.9～2021.3）

26 3 埼玉県 12月20日(日） 15 8
集合：西武秩父線東
吾野駅9:00 解散：
東吾野駅15:00

埼玉県飯能市：西武秩父線東吾野駅
→福徳寺→橋本山展望台→ユガテの
森→ユガテの広場→車道→東吾野駅

ユガテの森で間伐体験と間伐
材を使ったコースター作り

人工林と天然林観察、間伐体験を通して林業
の現実と地球温暖化について考える

関東支部

27 1 東京都(1) 12月20日(日） 15 5

集合　9:00
JR中央線高尾駅
解散 16:00
JR中央線高尾駅

パウロの森（八王子市）
森で生きる、デイキャンプと料
理

間伐体験
自然観察
ネイチャーゲーム

関東支部

28 3 神奈川県 12月26日（土） 15 10
丸太の森駐車場･集
合･解散

足柄森林公園丸太の森 正月飾り 冬の森を体験　正月飾りづくり 関東支部

29 5 奈良県 1月9日（土） 20 20
【集合 9:30・解散
14:30】彩雲広場

林業体験とネイチャーゲーム

彩雲広場周辺の人工林で間
伐・枝打ち体験、火起こし体
験・施設のかまどで炊飯、ネ
イチャーゲーム

彩雲広場周辺の人工林で間伐・枝打ち体験、
火起こし体験・施設のかまどで炊飯、ネイ
チャーゲーム

関西支部

30 3 和歌山県 1月16日（土） 15 9

集合 管理棟前
9:30
解散 管理棟前
16:00

県立森林公園　根来山げんきの森
見晴らしポイントづくりとツ
ルかご編み

午前：見晴らしポイントに繁る灌木を伐採
し、ハイカーも喜ぶ見晴らしポイント作り
午後：作業で発生したツルを使ったかご編み

関西支部

31 4 和歌山県 2月11日（木：祝） 15 14

集合 管理棟前
9:30
解散 管理棟前
16:00

県立森林公園　根来山げんきの森
ハゼの木観察と和ろうそくづ
くり

午前：ハゼの木観察とハゼの実採り
午後：和歌山県特産のブドウハゼの実も使い
ながら和ろうそく作り

関西支部

32 4 滋賀県 2月14日（日） 15 17
集合解散：一丈野駐
車場

田上山・一丈野国有林③
治山の森、森林荒廃とその復
旧歴史③。

冬の森を体験、冬芽の観察、ゲーム、炊飯 関西支部

33 4 京都府 2月28日(日） 15 6
集合9:30地下鉄御陵
駅・解散15：00蹴上
駅

京都市東山区 風景林の中を歩き　京都市内
を一望

東山三十六峰、古代からの葬送の地、山岳寺
院跡、中世の山城跡、将軍塚
経由：東山山頂公園

関西支部

35 5 滋賀県 3月14日（日） 15 21
集合：大津京駅解
散：近江舞子駅

近江舞子・雄松崎周辺の湖岸
志賀駅→松の浦→比良→雄松崎→近
江舞子駅

4㎞続く白砂青松
琵琶湖の広がりと比良の山並
み

・砂浜ウォーキングでびわ湖の大きさを体感
・森と水の関係を学習
・ゲーム、クラフト

関西支部

36 5 和歌山県 3月20日（土） 15

集合 管理棟前
9:30
解散 管理棟前
16:00

県立森林公園　根来山げんきの森
春の里山観察と樹木の生長調
べ

午前：里山生き物観察・人工林でスギとヒノ
キ間伐
午後；間伐したスギとヒノキの生長調べ

関西支部

37 4 神奈川県
3月20日（土）
（予備3/21）

15
丸太の森駐車場･集
合･解散

南足柄市・足柄森林公園丸太の森 竹林の観察 竹楽器 関東支部

38 5 京都府 3月21日（日） 15
集合9:30JR稲荷・解
散14：30JR伏見

京都市伏見区
神聖な森をめぐり、多くの鳥
居に出会う

社叢林、京都南部の眺望、種飛ばしを体験
経由：弘法の滝・一ノ峰

関西支部


