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（名）
一般参加の
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主催・共催 連絡先 備　　考

5月2日（土）
9:30～12:00

十勝 クルミの木でものづくり 帯広の森・はぐくーむ
帯広の森に生えるオニグルミの木につい
て学びながら、間伐、ものづくりを行いま

15名 ○ 帯広の森・はぐくーむ
帯広の森・はぐくーむ
TEL：0155-66-6200

5月3日（日）
～5日（火）

オホーツ
ク

木あそび展 置戸町　どま工房
木のおもちゃ広場、木のモノづくり広場、あ
おぞら広場の３つの広場を開設し、木あそ
び、木工体験等を実施

○ 置戸町　森林工芸館 TEL：0157-52-3170

5月5日（火・祝） 渡西
こどもの日は松前藩屋敷に大
集合！

松前町字西館 木育コ－ナーを出展 50名 ○
（木育コーナーの問合せ先）
渡島総合振興局西部森林室

渡島総合振興局西部森林室
TEL：0139-42-2013

5月9日（土） 檜山
檜山の森づくり植樹祭inいまか
ね

今金町字神丘 木育体験、植樹祭、サケ稚魚放流 300名 ○ 檜山の森づくり実行委員会
檜山振興局森林室主査（木育普及）
TEL：0139-52-4229

5月9日（土）
オホーツ
ク

アソビバ！つべつ「ツリーイング
体験」

津別町２１世紀の森 ツリーイング体験 30名 × 津別町教育委員会・津別町役場 TEL：0152-76-2713

5月9日(土)
9:30～13:00

十勝 みどりと花のフェスタ２０２０ みどりと花のセンター
緑に触れ合える様々なイベントや、木工体
験、緑に関する取り組みや木育について
のパネル展示を行います。

約400名 ○

帯広市、十勝西部森林管理署、
十勝総合振興局、十勝造園緑
化建設業協議会、株式会社造
景

帯広市役所都市環境部環境室みど
りの課
TEL：0155-65-4186

5月10日（日）
オホーツ
ク

「童話村」第36回植樹祭 検討中 エゾヤマザクラ110本の植樹 100名 ○ 滝上町
林政課林政係
TEL：0158-29-2111

5月14日（木） 宗谷 苗木の無料配布 宗谷支所、沼川支所、勇知研修センター 苗木の提供 50名 ○ 稚内市
農政課農林整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
TEL：0162-23-6476

緑の募金運動も同
時に実施、苗木は
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ各50本

5月15日（金） 宗谷 苗木の無料配布 稚内総合文化センター 苗木の提供 250名 ○ 稚内市
農政課農林整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
TEL：0162-23-6476

緑の募金運動も同
時に実施、苗木は
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ250本

5月16日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づくり、木工クラフトなど
の木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議会
TEL：0144-82-7860

5月16日（土） 釧路 きのこの森づくり 緑のふるさと公園森林センター シイタケのほだ木づくりを体験 30名 ○ 厚岸町環境林務課林政係 TEL：0153-52-3131

5月16日（土）
～17日（日）

空知
第１７回 芦別林産フェスティバ
ル
元気森森まつり

芦別市　道の駅

高性能林業機械の展示・実演、丸太切り
体験、木の魚釣り大会、木製品・山菜の販
売、木はい提供、小学生による記念植樹
祭の他、ダンス・バンド演奏・太鼓等の発
表会を実施。

5,000名 ○

主催：芦別木材協会、森林組合
等
後援：芦別市、北海道、国等
協賛：芦別市内、市外団体等

メール：
asibetumokuzaikyoukai@yahoo.co.jp
（芦別木材協会　事務局　永野）

https://www.city.as
hibetsu.hokkaido.jp/

5月17日（日） 上北 第54回記念下川町植樹祭 下川町（渓和町有林） 林業機械見学、植樹 160名 ○
下川町・上川北部森林管理署ほ
か

下川町役場森林商工振興課
TEL：01655-4-2511

5月17日（日）
オホーツ
ク

第８１回市民植樹祭
北見市光葉町
北見市スケートリンク隣接地

植樹 250名 ○ 緑と花の市民の会
【事務局】北見市都市建設部公園緑
地課
TEL： 0157-25-1139

緑と花の市民の会
HP
http://www.midori-
hana.net/

5月17日（日）
オホーツ
ク

オホーツク森林（やま）づくりクラ
ブ植樹祭

紋別市大山市有林 植樹祭 20名 ○
オホーツク森林（やま）づくりクラ
ブ

紋別木材協同組合
TEL：0158-23-2443

5月17日（日） 十勝 令和２年度町民植樹祭・育樹祭 大樹町　萠和山 植樹及び前年分補植 80名 ○
大樹町、十勝西部森林管理署、
日本森林林業振興会、
札幌支部帯広支所

TEL：01558-6-2115
メール：rinsei-kakari@town.taiki.lg.jp
担当：農林水産課林政係
　　　　中村、島﨑

5月17日（日） 根室
第27回シマフクロウの森づくり
百年事業植樹祭

別海町本別海 植樹 300名 ○

主催：虹別コロカムイの会
後援：摩周水系西別川流域連絡
協議会、摩周水環境保全実行
委員会、弟子屈町、標茶町、別
海町、中標津町、根室南部鮭定
置網連絡協議会

大橋事務局長
TEL：0153-75-8372

新型コロナウイルス
の流行に伴い規模
縮小または中止の
場合有

5月17日（日）
(予定)

オホーツ
ク

オホーツク魚の市民植樹祭 紋別市大山

広葉樹と針葉樹を、林業関係者、漁業関
係者、一般市民植樹してもらう。植樹後
は、ホタテの貝焼きやカニ汁を参加者全員
に振舞う「海の幸パーティー」を開催。森と
海の繋がりを再確認してもらうための植樹
祭としている。

350名
（2019年度）

○
紋別市、紋別漁業協同組合、紋
別漁業協同組合女性部

紋別市役所産業部
農政林務課林業振興係
TEL：0158-24-2111（内線255・256）

5月22日（金） 上北 音威子府村植樹祭 音威子府村村有林 植樹 100名 ○ 音威子府村役場
音威子府村役場経済課産業振興室
TEL：01656-5-3313

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２０　イベントカレンダー
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北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２０　イベントカレンダー

5月23日（土） 宗谷
第１回癒しの森『音夢路』ウォー
キング

枝幸町歌登西歌登
「癒しの森・音夢路」

森林散策 50名 ○
うたのぼり・癒しの森『音夢路』
利用促進研究会

TEL：0163-68-2871

5月23日（土） 十勝 じゅんの森　育樹祭（仮） 池田町　（じゅんの森） 育樹活動（補植） 130名 × 川田工業(株)
川田工業(株)総務部総務課
TEL：0155-27-3111

5月23日（土） 石狩 支笏湖復興、春の森づくり 支笏湖 下草刈り 10名 × 当会が育ての親の場所 中田
藻岩山きのこ観察
会のHPをご覧下さ
い。

5月24日（日） 留萌
道北圏域木育フェスタ
「るもいの森をまるごと体
感！！」

留萌市
るるもっぺ憩いの森

森林散策、育樹体験、
森の中での木育広場等

50名 ○
主催：留萌振興局、留萌市
協力：留萌自然観察同好会、エ
フエムもえる

留萌振興局森林室
木育推進チーム
TEL：0164-42-8381

5月24日（日） 宗谷 第46回市民植樹祭 北の桜守パーク 植樹 100名 ○ 稚内市
農政課農林整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
TEL：0162-23-6476

苗木はｴｿﾞﾔﾏｻﾞｸﾗ
35本、ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ50

5月24日（日）
オホーツ
ク

ノンノの森ぼうけん
川の始まりってどこ？

津別町　ノンノの森 森林散策 30名 ○ ノンノの森ネイチャーセンター TEL：0152-77-3344

5月24日（日） 十勝 サンタの森の木工広場（仮） 広尾町　大丸山森林公園 木製日用品の工作活動 100名 ○

主催：広尾町
共催：十勝西部森林管理署広尾
事務所、東北海道木材協会、広
尾町観光協会、広尾町森林組
合、広尾ロータリークラブ
協賛：一般財団法人　日本森林
林業振興会札幌支部帯広支所

広尾町農林課農政林務係
TEL：01558-2-0179

5月24日（日） 釧路 「コープ未来の森づくり」植樹祭 白糠町上庶路 植樹、木工製作 50～100名 ×
生活協同組合コープさっぽろ釧
路地区本部、白糠町

TEL：01547-2-2171
コープ組合員50名
ほど、町民数名参

5月24日（日） 釧路 湿原再生の森づくり 釧路町達古武 植樹 30名 ○ NPO法人トラストサルン釧路 TEL：0154-44-5022
5月28日（木） 釧路 白糠町植樹祭 白糠町庶路学園 植樹 150～200名 × 白糠町緑化推進委員会 TEL：01547-2-2171

5月30日（土） 根室 別海町植樹祭 別海町別海（ふるさとの森） 植樹 160名 ○ 別海町
別海町役場水産みどり課
TEL：0153-75-2111

5月31日（日） 空知
2020ふかがわスプリングフェス
タ

深川市文化交流ホールみ・らい

先着で花苗・花の種プレゼント、園芸市、フ
リーマーケット、消費生活展、体験コー
ナー（木工クラフト体験、親子トンカチ教室）
等
【開催時間】9：30～13：30

2,000名 〇
主催：深川市
主管：ふかがわスプリングフェス
タ実行委員会

都市建設課計画係
TEL：0164-26-2304

市のHPにて5月中
旬以降に詳細を掲
載予定

5月31日（日） 十勝 木育フェスタｉｎ久保の森 豊頃町　背負地区（久保の森） 植樹・育樹・木育イベント 130名 ○ 十勝総合振興局森林室
十勝総合振興局森林室
TEL：015-576-2166

5月31日（日） 十勝 令和２年度　町民植樹祭 陸別町　土井沢国有林 植樹祭 100名 ○
陸別町、十勝東部森林管理署、
陸別町森林組合、東北海道木
材協会陸別支部

TEL：0156-27-2141

5月31日（日） 十勝 100年の森づくり町民植樹祭 士幌町　ﾜｯｶｸﾝﾈｯﾌﾟ 植樹 約100名 ○ 士幌町
士幌町産業振興課林務担当
TEL：01564-5-5213

5月31日（日） 釧路 厚岸町民の森植樹祭 厚岸町片無去 2,500本の苗木を植樹 600名 ○ 厚岸町民の森造成実行委員会 TEL：0153-52-3131

5月31日（日） 根室 第26回根室市植樹祭 根室市市民の森 植樹祭 150名 ○
主催：根室市
共催：根釧東部森林管理署

根室市水産経済部農林課
TEL：0153-23-6111（内2267）

5月中旬 根室 桜並木ロード管理整備
別海町西春別
国道243号線沿い

下草刈り、ゴミ拾い、剪定 30名 ○ 西春別地区並木保存会
別海町役場西春別支所
TEL：0153-77-2131

5月下旬
オホーツ
ク

町民植樹祭 小清水町字止別 植樹祭 60名 ○
共催：小清水町・網走南部森林
管理署・網走地区森林組合

小清水町産業課商工観光係
TEL：0152-62-4481

役場前より送迎バ
ス有

5月下旬 根室 中西別地区連合会植樹祭 中西別地区 植樹、保育 20名 ○ 別海町中西別地区連合会
小林代表
TEL：0153-75-6476

5月下旬 根室 中標津町植樹祭
中標津町開陽
（旧開陽牧場跡地）

植樹 200名 〇
共催：根釧東部森林管理署、
中標津町

TEL：（0153）73-3111（内線372）

5月下旬 根室 赤ちゃん誕生記念植樹 中標津町緑ケ丘森林公園内 植樹 50名 〇 主催：中標津町 TEL：（0153）73-3111（内線372）

5月 檜山
江差浜の母さん
お魚殖やす森づくり植樹

江差町字檜岱
（江差町町民の森）

ヒノキアスナロの植樹 40名 × ひやま漁協女性部江差支部
ひやま漁協江差支所
TEL：0139-52-0120

5月 檜山 魚つきの森づくり協議会植樹会
乙部町字栄野
（町有林）

アカシア、キハダの植樹 10名 × 乙部町魚つきの森づくり協議会
乙部町魚つきの森づくり協議会（鈴
木）

5月 留萌 春のビオトープ見学会
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」（羽幌町字朝
日）

転入者等対象見学会 20名 ○
羽幌みんなでつくる自然空間協
議会

北海道海鳥センター
TEL：0164-69-2080
メール：seabied@town.haboro.lg.jp
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北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２０　イベントカレンダー

6月7日（日）
オホーツ
ク

ふれあいの森育樹 紋別市元紋別 国有防風保安林育樹 30名 ○
オホーツク森林（やま）づくりクラ
ブ

紋別市木材協同組合
TEL：0158-23-2443

6月8日（月） 釧路 弟子屈町民植樹祭 摩周４丁目
町有林にてカラマツ600本を町民と共に植
樹する

100名 ○
弟子屈町、弟子屈町緑化推進
委員会

農林課　林務係
TEL：015-482-2936

6月20日（土）
～21日（日）

胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市
苫東・和みの森

森づくりキャンプ　炭づくり、森のようちえ
ん、薪づくり、木工クラフトなどの木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議会
TEL：0144-82-7860

6月27日（土） 石狩
北海道森林ボランティア会
"土日ボランティアしませんか"

札幌市南区澄川
札幌市澄川都市環境林

季節によってこの森で植栽、下草刈り、整
理伐、植菌、薪割り等の森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
が体験できます。

各回
10名まで

○
(主催)
北海道森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会

市山勝一郎

北海道森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ協会
のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧
ください

6月27日（土） 上北
「2020松山湿原とﾆｳﾌﾟ自然探
勝」　第26回登山の集い

美深町（松山湿原） 松山湿原山開、滝見学森林散策 160名 ○
「びふか松山湿原登山の集い」
実行委員会

美深町観光協会
TEL：01656-9-2470

6月28日（日） 宗谷
第２回癒しの森『音夢路』ウォー
キング

枝幸町歌登西歌登
「癒しの森・音夢路」

森林散策 50名 ○
うたのぼり・癒しの森『音夢路』
利用促進研究会

TEL：0163-68-2871

6月上旬 十勝
２０２０しみずグリーンフェスティ
バル

清水町　北清水 植樹祭 80名 ○ 清水町林業推進協議会
清水町役場農林課
TEL：0156-62-2112

6月上旬 根室 中春別農業協同組合植樹祭 別海町中春別 植樹 100名 〇 中春別農業協同組合、別海町
中春別農業協同組合
TEL：0153-76-2311

6月中旬 上北
第44回全国育樹祭プレイベント
「トムテ文化の森」育樹祭

名寄市日進
（トムテ文化の森）

枝落とし体験・森林散策、木工クラフト 20名 ○
名寄市、名寄市振興公社、上川
総合振興局

上川総合振興局北部森林室
TEL：01656-2-1726

6月下旬 上南 木育フェスタin東川
キトウシ森林公園
（東川町）

森のようちえん、森のプレーパーク、ツリー
イング、木工クラフト体験など

100名 ○
主催：ＮＰＯ法人いぶり自然学校
共催：ＮＰＯ法人大雪山自然学
校

メール:desk@daisetsu.or.jp
TEL:0166-82-6500
（大雪山自然学校）

6月 檜山
魚つきの森・お魚増やす植樹活
動

奧尻町字球浦
（豊かな森）

ミズナラの植樹 100名 ○
奥尻島魚つきの森推進協議会、
ひやま漁協女性部奥尻支部

奧尻町水産農林課
TEL：013.97-2-3411

6月 檜山 江差町町民の森育樹祭
江差町字緑丘
（江差町町民の森）

ヒノキアスナロの下刈り 100名 ○
江差町緑化推進委員会、江差
町

江差町産業振興課
TEL：0139-52-6729

6月 檜山 奧尻島魚つきの森育樹活動
奧尻町字球浦
（豊かな森）

植樹祭地の草刈 100名 ○
奥尻島魚つきの森推進協議会、
ひやま漁協女性部奥尻支部

奧尻町水産農林課
TEL：013.97-2-3411

6月 留萌 一般植樹会
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」（羽幌町字朝
日）

町民等対象植樹会 30名 ○
羽幌みんなでつくる自然空間協
議会

北海道海鳥センター
TEL：0164-69-2080
メール：seabied@town.haboro.lg.jp

6月 留萌 漁協・羽幌高校合同植樹会
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」（羽幌町字朝
日）

漁協女性部、羽幌高校1年生による植樹会 80名 ×
羽幌みんなでつくる自然空間協
議会、羽幌高校

北海道海鳥センター
TEL：0164-69-2080
メール：seabied@town.haboro.lg.jp

6月
(日程未定)

オホーツ
ク

豊かな緑と海を育む森づくり事
業

興部町宇津 植樹 約120名 ○

沙留漁組、漁協女性部、漁協青
年部、漁業士会、さけ部会、ま
す部会
共催）興部町ＡＤ連合会集落

沙留漁協
TEL：0158-83-2211

7月11日（土）
～12日（日）

宗谷 クッチャロ湖湖水祭り クッチャロ湖畔 木工体験教室 100名 ○ 浜頓別町観光協会 TEL：01634-2-2346

7月12日（日） 宗谷
第３回癒しの森『音夢路』ウォー
キング

枝幸町歌登西歌登
「癒しの森・音夢路」

森林散策 50名 ○
うたのぼり・癒しの森『音夢路』
利用促進研究会

TEL：0163-68-2871

7月12日（日）
オホーツ
ク

ノンノの森ぼうけん
木の赤ちゃんをみつけよう！

津別町　ノンノの森 森林散策 30名 ○ ノンノの森ネイチャーセンター TEL：0152-77-3344

7月18日（土） 石狩
さっぽろふるさとの森づくり育樹
体験ツアー

茨戸川緑地 枝払い等の育樹体験 40名 ○ 札幌市
札幌市みどりの管理課
TEL：011-211-2522

7月18日（土） 石狩
みんなで木育 in ばんけい
2020

札幌市立盤渓小学校 木製遊具、木工体験 等 自由参加 ○
ようてい木育倶楽部
石狩振興局森林室

石狩振興局 森林室
TEL：0133-22-2151

緑の募金への協力
が必要です
体験内容によって
は体験費が必要で
す

 7月18日（土） 胆振
森カフェin苫東・和みの森
「月に一度は森づくり！」

苫小牧市
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づくり、木工クラフト、育
樹体験などの各種木育活動

100名 ○
苫東・和みの森運営協議会
北海道胆振総合振興局森林室

苫東・和みの森運営協議会
TEL：0144-82-7860

全国育樹祭記念行
事
延期（５月末更新）

7月18日（土） 石狩 支笏湖復興、夏の森づくり 支笏湖 成長調査 10名 × 当会が育ての親の場所 中田
藻岩山きのこ観察
会のHPをご覧下さ
い。



開催日 管内 イベント名 開催場所 イベントの内容
参集規模

（名）
一般参加の

有無
主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２０　イベントカレンダー

7月26日（日） 上南 第35回森林の市
旭川林業会館構内
（旭川市永山）

木工体験「親子トンカチ」、「木育ひろば」、
間伐材木製品展示、木工品ほか販売展
示、丸太押し相撲　他

800名 ○

北海道森林管理局上川中部管
理署、北海道上川総合振興局、
北海道立総合研究機構森林研
究本部林産試験場、旭川市、旭
川市を緑にする会、北海道森と
緑の会、北海道木材利用推進
協議会、旭川林産協同組合、旭
川地方森林整備事業協同組
合、（社）旭川林業土木協会、旭
川地方原木市協同組合連合
会、旭川木材青壮年協議会、旭
川地方木材協会

http://www.asamoku.jp
（旭川地方木材協会HP)

7月26日（日） 上北
第１8回 どんとこい わっさむ夏
まつり

和寒町　　　　　　　　　（ふれあいのもり）
アトラクション、地場産品販売、ワークショッ
プ

100名 ○
どんとこい わっさむ夏まつり実
行委員会

和寒町観光協会
TEL：0165-32-2341

7月26日（日） 上南 カムイのもりの樹木探検（仮称）
旭川市
カムイの杜公園

樹木のことを学べる体験講座を実施します 20名 ○ 旭川市を緑にする会
事務局
旭川市公園みどり課
TEL：0166-25-9705

荒天等の場合中止
することがありま
す。詳細未定のた
め変更する場合が
あります。

7月29日（水） 石狩
石狩振興局管内
小学校教員対象「木育体験研
修」

野幌森林公園 枝打ち、除伐体験等 10名(予定)
○

(小学校教
員)

石狩振興局森林室
石狩振興局 森林室
TEL：0133-22-2151

7月上旬 宗谷
地球温暖化防止・北のてっぺん
緑化プロジェクト保育活動

稚内公園スキー場跡地 保育作業（下刈） 30名 ○
地球温暖化防止・北のてっぺん
緑化プロジェクト実行委員会

01634-2-3821
宗谷総合振興局森林室

 7月下旬  胆振  「木になる夏休み」
 苫小牧市
 胆振総合振興局森林室

 木工体験、木育ひろば、樹木測定等木育
 イベント

 100名  ○  胆振総合振興局森林室
 胆振総合振興局森林室木育
 TEL：0144-72-5122

中止（５月末更新）

7月 檜山 檜山古事の森育樹祭
江差町字椴川町
（檜山古事の森）

ヒノキアスナロの下刈り 50名 × 檜山古事の森育成協議会
江差町産業振興課
TEL：0139-52-6729

7月 留萌 羽幌ロータリークラブ草刈り
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」（羽幌町字朝
日）

会員による草刈り作業 30名 ×
羽幌みんなでつくる自然空間協
議会、ロータリークラブ

北海道海鳥センター
TEL：0164-69-2080
メール：seabied@town.haboro.lg.jp

7月 留萌 高校生による樹木調査
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」（羽幌町字朝
日）

羽幌高校1年生による樹木調査 70名 ×
羽幌みんなでつくる自然空間協
議会、羽幌高校

北海道海鳥センター
TEL：0164-69-2080
メール：seabied@town.haboro.lg.jp

7月 留萌 高校生による生物調査
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」（羽幌町字朝
日）

羽幌高校１年生による生物調査 70名 ×
羽幌みんなでつくる自然空間協
議会、羽幌高校

北海道海鳥センター
TEL：0164-69-2080
メール：seabied@town.haboro.lg.jp

7月下旬
～8月上旬

空知 夏休みグリーンフェスティバル
美唄市光珠内
林業試験場

木育体験等 300名 ○
道総研森林研究本部
林業試験場

TEL：0126-63-4164

8月1日（土） 石狩
北海道森林ボランティア会
"土日ボランティアしませんか"

札幌市南区澄川
札幌市澄川都市環境林

季節によってこの森で植栽、下草刈り、整
理伐、植菌、薪割り等の森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
が体験できます。

各回
10名まで

○
(主催)
北海道森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会

市山勝一郎

北海道森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ協会
のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧
ください

8月1日（土） 渡東
夏休みに拾ったまつぼっくりを
使って工作を作ろう（前編）

赤松街道 親子を対象としたまつぼっくり拾い 20名 ○ 主催：赤松街道を愛する会

TEL：0138-67-5855
メール：
kankyouseikatsu@town.nanae.hokkai
do.jp

8月2日（日） 石狩
中高生対象
「木育体験研修」

㈱河野銘木店
札幌市豊平区

木材(銘木)、家具加工場見学
ﾏｲ箸作り・ｶﾝﾅ掛け体験 等

各10名
○

(中高生)
石狩振興局森林室

石狩振興局 森林室
TEL：0133-22-2151

午前・午後
各1回開催

8月8日（土） 渡東
夏休みに拾ったまつぼっくりを
使って工作を作ろう（後編）

道の駅「なないろななえ」
親子を対象とした
まつぼっくりクラフト

50名 ○ 主催：赤松街道を愛する会

TEL：0138-67-5855
メール：
kankyouseikatsu@town.nanae.hokkai
do.jp



開催日 管内 イベント名 開催場所 イベントの内容
参集規模

（名）
一般参加の

有無
主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２０　イベントカレンダー

8月10日（月・祝） 上南
葉っぱ縁日　in　緑のセンターま
つり（仮称）

旭川市神楽岡公園
緑のセンター

緑のセンターまつりで，木の葉などを使っ
たワークショップを開催します

- ○ 旭川市を緑にする会
事務局
旭川市公園みどり課
TEL：0166-25-9705

荒天等の場合中止
することがありま
す。詳細未定のた
め変更する場合が
あります。

8月10日（月・祝） 宗谷 砂金公園フェスティバル ウソタンナイ砂金採掘公園 木工体験教室 150名 ○ 浜頓別町観光協会 TEL：01634-2-2346

8月13日（木） 渡西 第34回やるべ福島イカまつり 福島町横綱海峡ビーチ 木育コ－ナーを出展 50名 ○
（木育コーナーの問合せ先）
渡島総合振興局西部森林室

渡島総合振興局西部森林室
TEL：0139-42-2013

8月22日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づくり、木工クラフトなど
の木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議会
TEL：0144-82-7860

 8月30日（日）  上北
 第42回なよろ産業まつり
 「もち米日本一フェスタ」

 名寄市
 （トムテ文化の森）

 地場産品販売、ワークショップ  300名  ○  なよろ産業まつり実行委員会
 名寄市経済部農務課農政課
 TEL：01655-3-2511

中止（７月末更新）

 8月30日（日）  上北  士別市産業フェア  士別市中央公園  地場産品販売、ワークショップ  200名  ○  士別市
 士別市経済部商工労働観光課
 TEL：0165-23-3121

中止（７月末更新）

9月5日（土）
～6日（日）

釧路 第28回カミングパラダイス ハミングロード 木工教室 8,000名 ○ カミングパラダイス実行委員会 TEL：01547-2-2171
イベント内の一ブー
スとして活動

9月6日（日） 石狩 メイプル祭り
北広島市富ケ岡898-7
富ヶ岡遊歩道入口

森林散策、木工作、
燻製等

30名 ○
NPO法人
北広島森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・メイプル

担当清水
https://maple.p-
kit.com/

9月6日（日） 宗谷
道北圏域木育フェスタ　うたの
ぼり・癒しの森「音夢路」森林体
験

枝幸町歌登西歌登
「癒しの森・音夢路」

植樹、森林散策 50名 ○
うたのぼり・癒しの森『音夢路』
利用促進研究会、宗谷総合振
興局森林室

TEL：0163-68-2871

9月12日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づくり、木工クラフトなど
の木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議会
TEL：0144-82-7860

9月12日（土）
 ～13日（日）

胆振 木育ワールド苫小牧２０２０
苫小牧市
サンガーデン

 木製遊具、木工体験 100　20名 ○ 胆振総合振興局森林室
胆振総合振興局森林室木育
TEL：0144-72-5122

内容変更
（６月末更新）

9月20日（日） 渡西 第6回松前城下マグロまつり 松前町字松城 木育コ－ナーを出展 100名 ○
（木育コーナーの問合せ先）
渡島総合振興局西部森林室

渡島総合振興局西部森林室
TEL：0139-42-2013

 9月22日（火・祝）  上北  第34回「望の森」森林浴の集い  美深町（望の森）  ワークショップ、森林散策、植樹  100名  ○  美深公園「望の森」を育てる会
 美深林産協同組合
 TEL：01656-2-1775

中止（8月末更新）

 9月26日（土）  上北
 第11回「函岳ウォーキングの集
 い」

 美深町（ﾊﾟﾝｹ中の沢林道、函岳）  森林ウオーキングツアー  100名  ○
 「函岳ウオーキングの集い」　実
 行委員会

 美深町観光協会
 TEL：01656-9-2470

中止（8月末更新）

9月27日（日）
9:30～12:00

十勝 森づくりの集い 帯広の森・はぐくーむ

「帯広の森」を育てていくために、市民や森
の活動団体が集い、外来種の伐採や抜き
取りなど、簡単にできる森づくり作業を行い
ます。

30名 ○ 帯広の森・はぐくーむ
帯広の森・はぐくーむ
TEL：0155-66-6200

9月中旬 上北 名美の滝めぐりツアー 名寄市・美深町 滝見学、森林散策 20名 ○
上川北部森林管理署
上川総合振興局北部森林室

上川総合振興局北部森林室
TEL：01656-2-1726

 9月中旬  根室  別海町産業祭  別海町農村広場  木育、木工教室  2,200名  〇  別海町林業振興対策協議会
 別海町役場水産みどり課
 TEL：0153-75-2111

中止（8月末更新）

9月下旬 上南
食べる・たいせつフェスティバル
in旭川

道北アークス大雪アリーナ 各種クラフト体験等 5,200名 ○ 生活協同組合コープさっぽろ
https://www.sapporo.coop/content
/?id=156

 9月下旬  上北  第25回「りんぐすの集い」  中川町（林業試験場道北支場）  ワークショップ、森林散策  50名  ○  中川町ナナカマド林業グループ
 中川町役場産業振興課産業振興室
 林務担当
 TEL：01656-7-2811

中止（8月末更新）

 9月下旬  留萌  苫前町植樹祭  苫前町  植樹  約50名 ×
 苫前町・留萌中部森林組合・留
 萌南部森林管理署

 苫前町水産林務係
 TEL：0164-64-2314
 メール：
irie.yuuki@town.tomamae.lg.jp

中止（8月末更新）

10月2日（金） 上南 ママのスプーンづくり 北門児童センター ベビースプーンづくり 15 ○
旭川市北門児童センター
子育て支援センターちゅうりっぷ
上川南部森林室

上川南部森林室
TEL：0166-46-5999

妊婦限定
追加（9月末更新）

 10月3日（土）
 ～10月4日（日）

 石狩
 胆振

 第44回全国育樹祭
 式典行事：北海きたえーる（札幌市）
 お手入れ行事：苫東・和みの森（苫小牧市）
 レセプション：ニューオータニイン札幌（札幌市）

 お手入れ行事：皇族殿下による枝打ち等
 式典行事：皇族殿下のおことば
 　　　　　　　緑化功労者等の表彰
 　　　　　　　メインアトラクション　　等
 レセプション：緑化功労者等表彰者への
 　　　　　　　　 祝意の場

 参加募集開
 始後お知ら
 せします。

 ○
 北海道、（公社）国土緑化推進
 機構

 北海道水産林務部全国育樹祭推進
 室
 TEL：011-206-6563

中止（７月末更新）



開催日 管内 イベント名 開催場所 イベントの内容
参集規模

（名）
一般参加の

有無
主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２０　イベントカレンダー

 10月3日（土）  石狩
 育林交流集会
 （第44回全国育樹祭併催行事）

 共済ホール（札幌市）
 森林づくりや林業の成長産業化等をテー
 マとした基調講演、活動事例報告等

 約400名  ○
 北海道、（公社）国土緑化推進
 機構

 北海道水産林務部全国育樹祭推進
 室

中止（７月末更新）

 10月3日（土）  石狩
 全国緑の少年団活動発表大会
 （第44回全国育樹祭併催行事）

 北海道大学
 高等教育推進機構大講堂（札幌市）

 道内及び全国から選出された緑の少年団
 による日頃の活動状況発表や情報交換等

 約400名  ○
 北海道、（公社）国土緑化推進
 機構

 北海道水産林務部全国育樹祭推進
 室

中止（７月末更新）

 10月上旬
10月3日（土）

上北 和寒町民植樹祭 和寒町町有林 植樹 80名 ○ 和寒町役場
産業振興課畜産林政係
TEL：0165-32-2423

実施日確定（9月末
更新）

 10月4日（日）
 ～10月5日（月）

 胆振
 森林・林業・環境機械展示実演
 会

 苫小牧東部地域（苫小牧市）
 全国の機会メーカー等による最新林業機
 械等の展示・実演等

 約15,000名  ○
 北海道、（一社）林業機械化協
 会

 北海道水産林務部全国育樹祭推進
 室

中止（７月末更新）

10月4日（日） 宗谷
第５回癒しの森『音夢路』ウォー
キング

枝幸町歌登西歌登
「癒しの森・音夢路」

森林散策 50名 ○
うたのぼり・癒しの森『音夢路』
利用促進研究会

TEL：0163-68-2871

10月4日（日）
オホーツ
ク

オホーツククラフト街道バスツ
アー（１回目）

遠軽町木楽館他 木育施設見学・木工体験 15名 ○
一社）オホーツク森林産業振興
協会

TEL：0157-24-6279 追加（9月末更新）

 10月4日（日）  釧路  どんぐり記念日  釧路町達古武  植樹、種子うえ  50名  ○  NPO法人トラストサルン釧路  TEL：0154-44-5022
 昼食あり（有料）
中止（9月末更新）

10月6日（火）
～10月9日（金）

釧路 木育週間
林業多目的センター
（サワンチサップ）

木育に関する遊具の利用
林業多目的センターの公開

各30名 ○ 弟子屈町
弟子屈町農林課林務係
TEL：015-482-2936

追加（9月末更新）

 5月30日（土）
10月7日（水）

上北 美深町植樹祭 美深町町有林 植樹
 100名
30名

 ○
×

美深町緑化推進委員会
美深町役場建設水道課
建設林務グループ耕地林務係
TEL：01656-2-1626

実施日変更（9月末
更新）

10月8日（木） 檜山 豊かな海づくりのための植樹祭 上ノ国町字北村 どんぐり等ポット苗による植樹 150名 ○ 上ノ国町緑化推進協議会ほか
上ノ国町農林課
TEL： 0139-55-2311

10月8日（木） 留萌
ﾊﾗﾀﾞ工業（株）・留萌地方砕石
協同組合　合同植樹祭

ﾊﾗﾀﾞ工業（株）
幌新砕石事業所

植樹 30名程度 ×
ﾊﾗﾀﾞ工業（株）
留萌地方砕石協同組合

追加（9月末更新）

10月10日（土） 釧路 木育教室
桜ヶ丘森林公園
（桜丘２丁目）

森林体験教室の開催 20名 ○ 弟子屈町
弟子屈町農林課林務係
TEL：015-482-2936

追加（9月末更新）

10月11日（日）
オホーツ
ク

ノンノの森ぼうけん
土ってなにで出来てるの？

津別町　ノンノの森 森林散策 30名 ○ ノンノの森ネイチャーセンター TEL：0152-77-3344

 10月11日（日）  十勝  銀河の里ツリーフェスティバル  本別町　本別公園静山キャンプ場  記念植樹、各種木育イベント  1,000名  ○
 銀河の里ツリーフェスティバル
 実行委員会

 本別町役場企画振興課
 TEL：0156-22-2141

中止（9月末更新）

 5月23日（土）
10月12日（月）

渡東 八雲町植樹祭 八雲町入沢町有林 トドマツの植樹 、木育教室
 180名
50名

〇
八雲町、八雲町森林・林業・林
産業活性化議員連盟

八雲町農林課林業係
TEL：0137-62-2203

実施日変更（9月末
更新）

10月12日（月） 根室 中標津町秋の植樹 中標津町武佐 植樹 50名 × 主催：中標津町 TEL：（0153）73-3111（内線372）
日付確定（9月末更
新）

10月17日（土） 石狩 道民森づくりの集いin赤れんが 北海道庁・赤れんが庁舎前庭 木工・クラフト体験、展示、木工品販売　等 1000名 ○

主催：
北海道、林野庁北海道森林管
理局、、道民森づくりの集い実
行委員会

道民森づくりの集い実行委員会事
務局（北海道森と緑の会）
TEL：011-261-9022

追加（9月末更新）

10月17日（土）
～18日（日）

胆振
「月に一度は森づくり！」
～和みの森 炭FES２０２０～

苫小牧市
苫東・和みの森

 森のようちえん、薪づくり、木工クラフトなど
 の木育活動
親子で炭づくり

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議会
TEL：0144-82-7860

日程追加・内容変
更（9月末更新）

 10月17日（土）  渡東  第１６回赤松こも巻き体験会  赤松街道  赤松のこも巻き  80名  ○  主催：赤松街道を愛する会

 TEL：0138-67-5855
 メール：
kankyouseikatsu@town.nanae.hokkai
do.jp

中止（9月末更新）

10月17日（土）・
10月20日（火）

根室
木材（地域材）利用を考える
フォーラム2020

中標津町
ゆめの森（木育）
なかまっぷ（講演会）

講演会、木工教室、
木のふれあい広場

200名 〇
主催：中標津町地域材利用促進
協議会、根室振興局、中標津町

TEL：（0153）73-3111（内線372）
追加（9月末更新）
木育木工10月17日
講演会　 10月20日

10月18日（日）
オホーツ
ク

オホーツククラフト街道バスツ
アー（２回目）

美幌町きてらす他 木育施設見学・木工体験 15名 ○
一社）オホーツク森林産業振興
協会

TEL：0157-24-6279 追加（9月末更新）

 秋期予定
10月23日（金）

留萌 増毛町植樹祭 増毛町 内

 桜の植樹
 町制施行120年記念植樹と銘打って開催
 する
植樹

 未定
30名

 未定
×

主催：増毛町
 協力：留萌南部森林組合
 　　　　留萌南部森林管理署
 　　　　留萌みどりづくりネット
 ワーク

増毛町
農林水産課農林係
TEL：0164-53-1117

 希望する町民に桜
 の苗木を配布する
 （20本程度）
日程確定（9月末更
新）

10月24日（土）
オホーツ
ク

アソビバ！つべつ「林業＆焼き
芋体験」

津別町２１世紀の森 伐採、植樹、ネイチャーゲーム、焼き芋 25名 × 津別町教育委員会・津別町役場 TEL：0152-76-2713

10月24日（土） 留萌
放課後等デイｻｰﾋﾞｽ「いろどり」
木工作教室

パワスポ留萌 木工作 20名程度 ×
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ「いろどり」、
留萌振興局森林室

留萌振興局森林室
木育推進ﾁｰﾑ
TEL：0164-42-8381

追加（9月末更新）

 10月上旬
10月24日（土）

根室 林業体験教室 中標津町運動公園ほか 林業体験、木工教室 30名 〇

主催：中標津町、中標津町教育
委員会
共催：中標津町緑化管理組委、
あすなろ会

TEL：（0153）73-3111（内線372）
日付確定（9月末更
新）



開催日 管内 イベント名 開催場所 イベントの内容
参集規模

（名）
一般参加の

有無
主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２０　イベントカレンダー

 10月上旬
10月24日（土）

宗谷
地球温暖化防止・北のてっぺん
緑化プロジェクト植樹活動

稚内公園スキー場跡地 植樹 30名 ○
地球温暖化防止・北のてっぺん
緑化プロジェクト実行委員会

TEL：01634-2-3821
宗谷総合振興局森林室

日付確定（9月末更
新）

 9月～10月
10月31日（土）

檜山 ひやま木育フェスタi nあっさぶ
厚沢部町緑町
（レクの森）

 森林散策、木育ワークショップ
レクの森観察会、木育体験

50名 ○ 北海道森と緑の会檜山支部

 檜山振興局森林室主査（木育普及）
 TEL：0139-52-4229
厚沢部町教育委員会
TEL：0139-64-3318

日程確定（9月末更
新）

 10月31日（土）
 ～11月1日（日）

 渡西  第47回松前町文化祭  松前町民センター  木育コ－ナーを出展  100名  ○
 （木育コーナーの問合せ先）
 渡島総合振興局西部森林室

 渡島総合振興局西部森林室
 TEL：0139-42-2013

中止（9月末更新）

 10月中旬  日高
 豊似湖一周森近感ウォーキン
 グ2020

 えりも町
 豊似湖周辺

 豊似湖を一周する散策路を利用して、自然
 や歴史等のガイドを交え、秋の紅葉を満喫
 参加費：無料
 参加対象：一般（事前予約制）

 20名  ◯  日高振興局森林室
 日高振興局森林室
 TEL：0146-22-2451

 日高振興局森林室
 のHPにチラシ掲載
中止（9月末更新）

 10月後半  胆振  第50回市民植樹祭
 錦大沼公園
 オートリゾートアルテン

 市民による植樹､木工体験  100名  ○
 主催：苫小牧市まちを緑にする
 会
 共催：苫小牧市

 苫小牧市都市建設部
 緑地公園課
 主事　木下　優貴
 TEL：0144-32-6507
 Fax：0144-33-0905
 メール：ryokuti@city.tomakomai.lg.jp

中止（9月末更新）

 10月下旬  上北  第１２回なかがわ植樹祭  中川町町有林  植樹  100名  ○
 中川町ナナカマド林業グループ
 NPO法人ECOの声、中川町

 中川町役場産業振興課産業振興室
 TEL：01656-7-2816

中止（8月末更新）

 9月中旬
10月下旬

胆振
厚真でちょこっと森あそび
「森のひろば２０２０」

厚真町
厚真町環境保全林

木登り、薪割り、馬そり、クラフト、ハンモッ
ク等の木育体験、森café

100名 ○
厚真町教育委員会、森のひろば
プロジェクト実行委員会

厚真町教育委員会
生涯学習課社会教育G
TEL： 0145-27-2495

9月から延期（9月末
更新）

10月 檜山
「サケの上る森づくり」記念植樹
祭

せたな町北檜山区徳島 広葉樹の植樹 120名 ○
「サケの上る森づくり」実行委員
会

せたな町水産林務課
TEL：0137-84-5111

10月 檜山 太鼓山桜植樹（仮称）
厚沢部町新町
（太鼓山）

サクラの植樹 30名 × 厚沢部町
厚沢部町農林商工課
TEL：0139-64-3314

10月 留萌 秋のビオトープ見学会
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」（羽幌町字朝
日）

ビオトープ内の見学 20名 ○
羽幌みんなでつくる自然空間協
議会

北海道海鳥センター
TEL：0164-69-2080
メール：seabied@town.haboro.lg.jp

10月 留萌 クラフト体験会
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」（羽幌町字朝
日）

ビオトープの資源を活用したクラフト体験 20名 ○
羽幌みんなでつくる自然空間協
議会

北海道海鳥センター
TEL：0164-69-2080
メール：seabied@town.haboro.lg.jp



開催日 管内 イベント名 開催場所 イベントの内容
参集規模

（名）
一般参加の

有無
主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２０　イベントカレンダー

 10月  留萌
 民安ダム「サクラの森づくり」の
 会

 天塩町民安ダム周辺  ｴｿﾞﾔﾏｻﾞｸﾗの植樹  100名  ○
 民安ダム「サクラの森づくりの
 会」主催、天塩町共催

 代表（谷村）
 事務局(阿部)

中止（9月末更新）

 10月  留萌
 「緑と魚と人を呼ぶ森づくり植樹
 祭」

 初山別村字豊岬「みさき台公園ゴーカート場」周
 辺

 初山別村 中止（9月末更新）

10月 留萌 「にしんの森再生森林づくり」 増毛町信砂国有林 留萌南部森林管理署

11月1日（日）
オホーツ
ク

ノンノの森の冬支度
森の恵みでクラフト体験

津別町　ノンノの森 森のお手入れ、クラフト体験 30名 ○ ノンノの森ネイチャーセンター TEL：0152-77-3344

11月7日（土） 胆振
ようこそ森のコミュニティーセン
ターへ   「苫東・和みの森 木で
作ろう！」

苫小牧市
イオンモール苫小牧

箸づくり、スプーンづくり、薪割り体験、食
育・木育パネル展示、クイズ

160 ○ 胆振総合振興局森林室
胆振総合振興局森林室木育
TEL：0144-72-5122

追加（9月末更新）

11月14日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づくり、木工クラフトなど
の木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議会
TEL：0144-82-7860

12月5日（土） 胆振 木育ワールド苫小牧２０２０
苫小牧市
サンガーデン

クリスマスリースづくり
 50名
15名

○ 胆振総合振興局森林室
胆振総合振興局森林室木育
TEL：0144-72-5122

変更（9月末更新）

12月5日（土） 留萌
ふなば学校
「木工クラフト作家になろう」

るしんふれ愛パーク
（船場公園）管理棟

木工作 20名程度 ○
（株）エフエムもえる、NPO法人
留萌観光協会、（株）コササル

るしんふれ愛パーク管理棟
TEL：0164-43-1501

追加（9月末更新）

12月中旬
～12月26日（土）

留萌
「よりみちの駅★クリスマス」
ｸﾘｽﾏｽﾘｰｽ･ｵｰﾅﾒﾝﾄ作り など

留萌振興局合同庁舎1階
道民ホール

 木工クラフト作成
オーナメント作り、飾り付け

 100名
来庁者

○ 留萌振興局森林室
留萌振興局森林室
木育推進チーム
TEL：0164-42-8381

平日8:45～17:30
一部変更（9月末更
新）

12月 上南
トドマツ間伐材を活用したクリス
マスツリーの展示

上川合同庁舎
カムイミンタラホール

クリスマスツリーの展示 － ○ 上川南部森林室
上川南部森林室
TEL：0166-46-5999

追加（9月末更新）

12月中旬 留萌 ｸﾘｽﾏｽツリー飾り付けﾘﾚｰ
留萌合同庁舎1階
道民ホール

保育園児によるｸﾘｽﾏｽｵｰﾅﾒﾝﾄづくり・飾り
付けﾘﾚｰ

留萌市内保
育園児

× 留萌振興局森林室
留萌振興局森林室
木育推進ﾁｰﾑ
TEL：0164-42-8381

追加（9月末更新）

1月16日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づくり、木工クラフトなど
の木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議会
TEL：0144-82-7860

1月17日（日）
オホーツ
ク

ノンノの森ぼうけん
雪ってどうつもるの？雪印のひ
みつ

津別町　ノンノの森 森林散策、スノーシュー体験 30名 ○ ノンノの森ネイチャーセンター TEL：0152-77-3344

1月 下旬（予定）
23日（土）

～24日（日）
石狩 「木育ひろばinチ・カ・ホ」 札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）

自由に遊べる木育ひろば、木工体験、展
示等

3,000名
一部定員制

○
北海道、林野庁北海道森林管
理局、公益社団法人北海道森と
緑の会

北海道水産林務部森林環境局森林
活用課木育推進係
TEL：011-204-5515

北海道・木育（もくい
く）フェスタ2020ホー
ムページ
http://www.pref.ho
kkaido.lg.jp/sr/sky/
fest/2020sougou.ht
m
日付確定（7月末更
新）

2月7日（日）
オホーツ
ク

ノンノの森ぼうけん
川は凍るの？

津別町　ノンノの森 森林散策、スノーシュー体験 30名 ○ ノンノの森ネイチャーセンター TEL：0152-77-3344

2月20日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づくり、木工クラフトなど
の木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議会
TEL：0144-82-7860

2月28日（日）
オホーツ
ク

ノンノの森ぼうけん
雪の森、動物たちはどこへ？

津別町　ノンノの森 森林散策、スノーシュー体験 30名 ○ ノンノの森ネイチャーセンター TEL：0152-77-3344

2月下旬 上南 親子でかんじきツアー 未定 スノーシューで森林散策 10名程度 ○ 上川南部森林室
上川南部森林室
TEL：0166-46-5999

追加（9月末更新）

3月6日（土） 留萌 木育ひろば
るしんふれ愛パーク
（船場公園）管理棟

木工作、木育体験等 30名程度 ○
（株）エフエムもえる、NPO法人
留萌観光協会、（株）コササル

るしんふれ愛パーク管理棟
TEL：0164-43-1501

追加（9月末更新）

 3月13日（土）  渡東  第１６回赤松こも外し体験会  赤松街道  赤松のこも外し  80名  ○  主催：赤松街道を愛する会

 TEL：0138-67-5855
 メール：
kankyouseikatsu@town.nanae.hokkai
do.jp

中止（9月末更新）

3月13日（土）
～14日（日）

胆振 木育ワールド苫小牧２０２０
苫小牧市
サンガーデン

木製遊具、木工体験 100名 ○ 胆振総合振興局森林室
胆振総合振興局森林室木育
TEL：0144-72-5122

3月14日（日）
オホーツ
ク

ノンノの森ぼうけん
800才のミズナラに会いに行こ

津別町　ノンノの森 森林散策、スノーシュー体験 30名 ○ ノンノの森ネイチャーセンター TEL：0152-77-3344

3月28日（日）
オホーツ
ク

大山市有林育樹活動 紋別市大山市有林 エゾマツ人工林の除伐・枝打 35名 ○
オホーツク森林（やま）づくりクラ
ブ

紋別市木材協同組合
TEL：0158-23-2443



開催日 管内 イベント名 開催場所 イベントの内容
参集規模

（名）
一般参加の

有無
主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２０　イベントカレンダー

 未定  留萌  遠別町植樹祭  遠別町富士見ヶ丘公園  サクラの植樹  100名 ×  遠別町
 遠別町役場経済課
 水産林務係
 TEL：01632-7-2146

中止（9月末更新）

 7月30日（木）
延期：実施日未定

日高 夏休み子ども「木づかい」教室
浦河町
日高振興局森林室

森の素材（小枝・木の実・木材など）を使っ
た夏休みの児童向け木工教室
参加費：無料
参加対象：浦河町内の児童（事前予約制）

40名 ◯ 日高振興局森林室
日高振興局森林室
TEL：0146-22-2451

日高振興局森林室
のHPにチラシ掲載
延期（9月末更新）

未定
オホーツ
ク

町民植樹祭 斜里町字峰浜254番地 植樹 100名
△

（町民限定）

主催：斜里町・網走南部森林管
理署
共催：知床森林生態系保全セン
ター・網走地区森林組合

斜里町産業部水産林務課林務係
TEL：0152-23-3131(内線：156)
メール：sh.rinmu@town.shari.lg.jp（行
政機関用）
　　　sh.rinmu@town.shari.hokkaido.jp
（一般用）

開催時期が近くなり
ましたら、斜里町の
ホームページにて
詳細を掲載する予
定ですのでご確認
をお願いいたしま
す。


