
ネイパル厚岸こどもの日フェスティバル 5月6日 マイ箸づくり、マグネットプレートづくり
北海道立青少年体験活動
支援施設ネイパル厚岸

ネイパル厚岸一般利用者 245 協 本の森厚岸情報館 ○

お魚殖やす植樹運動 5月14日 植樹活動（植栽本数１５０本） 釧路町昆布森 昆布森漁業協同組合女性部 70 協 昆布森漁業協同組合女性部

厚岸町「きのこの森づくり」 5月18日 シイタケの植菌及び仮伏せ作業の体験 厚岸町森林センター広場 厚岸町一般住民 22 協 厚岸町、厚岸町森林センター ○

釧路市民植樹祭（阿寒地区） 5月23日 植樹活動（植栽本数３００本）
前田一歩園財団所有山林
（阿寒町阿寒湖温泉）

釧路市（阿寒湖温泉）一
般住民、林業関係機関・
団体、小学生

141 協 根釧西部森林管理署、釧路市 ○

散布漁業協同組合女性部植樹祭 5月25日 植樹活動（植栽本数１６０本） 浜中町（道有林） 散布漁業協同組合女性部 60 協 散布漁業協同組合女性部

第25回豊かな緑と魚のリバーサイド植
樹活動（標茶町）

5月25日 植樹活動（植栽本数１，２１０本） 標茶町コッタロ（町有林）
標茶町一般住民、釧路市
漁協関係者、町内高校生

85 共 豊かな緑と魚のリバーサイド
植樹活動実行委員会 ○

第25回浜中町植樹祭
（同時開催：お魚増やす植樹運動）

5月28日
「北の魚つきの森推進運動」も兼ねた植樹
活動（植栽本数８００本）

浜中町湯佛（町有林）
浜中町一般住民、浜中漁
業協同組合女性部

209 協 浜中町、浜中漁業協同組合女
性部

○

白糠町植樹祭 5月30日 植樹活動（植栽本数７６０本） 白糠町
白糠町一般住民、関係機
関・団体

131 協 白糠町、くしろ西森林組合、
根釧西部森林管理署ほか ○

弟子屈町民植樹祭 5月31日 植樹活動（植栽本数９２本） 弟子屈町泉（町有林）
弟子屈町一般住民、関係
機関・団体、小学生等

90 協 弟子屈町 ○

厚岸町民の森植樹祭 6月1日 植樹活動（植栽本数２，５５７本） 厚岸町糸魚沢（町有林）
厚岸町一般住民、関係機
関・団体等

480 共 厚岸町民の森造成実行委員会 ○

ほっかいどう企業の森林づくり「コープ
未来（あした）の森づくり」植樹祭

6月2日 植樹活動（植栽本数４００本）、木工教室
白糠町上庶路（町有林）
ほか

コープさっぽろ組合員家
族

28 協 生活協同組合コープさっぽろ
白糠町

第2６回鶴居村植樹・育樹祭 6月6日 植樹活動（植栽本数５０本）
育樹活動（移植本数２６本）

鶴居村市街
鶴居村一般住民、関係機
関・団体、中学生

40 協 鶴居村、根釧西部森林管理署 ○

太田小学校森林学習 6月11日 座学「植樹の学習」及び植樹体験
厚岸町立太田小学校及び
学校林

厚岸町立太田小学校生徒
（３・４年生）

9 協 厚岸町教育委員会、厚岸町役
場、厚岸町森林組合

釧路市植樹祭（音別地区） 6月13日 植樹活動（植栽本数３５２本）
音別海岸防災林
（釧路市音別町海光）

釧路市（音別町）一般住
民、小学生・幼稚園児

94 協 釧路市、釧路市音別町緑化推
進委員会、音別林産振興会 ○

川湯少年少女グリーンクラブ活動支援
（春の取組）

6月24日 座学「ヤチダモの特徴」及び育樹体験 弟子屈町立川湯小学校
川湯少年少女グリーン
クラブ

24 協 弟子屈町立川湯小学校、川湯
エコミュージアムセンター

コープさっぽろ音別町憩いの森散策 6月25日 自然散策と栞づくり
「憩いの森」
（釧路市音別町）

コープさっぽろ組合員 15 協
コープさっぽろ釧路地区本
部、くしろ西森林組合、釧路
市音別町行政センター

釧路市音別町「げんきの森」ワーク
ショップ

7月2日
座学「食物連鎖に関すること」、ネイ
チャーゲーム、木工作体験

「ふれあいの森」
（釧路市音別町）

釧路市立音別小学校 12 協
釧路市立音別小学校、釧路市
音別町行政センター

第６０回あっけしあやめまつり協賛
「木に親しもう！工作体験コーナー」

7月6日 オリジナルコースターづくり
原生花園あやめヶ原
（厚岸町（道有林））

地域住民及び道内外観光客 31 協 厚岸観光協会、厚岸町 ○

20１９　本の森フェスティバル 7月28日 自然を素材を活かした木工作体験
（自由木工・オリジナルコースターづくり）

厚岸情報館 厚岸町一般住民 43 協 厚岸町、厚岸町森林センター ○

第３０回子どもの夢を育てるまつり 7月28日 マイ箸づくり 標茶町駒ヶ丘公園 標茶町の児童、生徒 29 協
子どもの夢を育てるまつり実
行委員会、青少年健全育成推
進連絡協議会等

○

つるいフットパスガイドツアー 8月3日 林内散策
「村民の森」
（鶴居村有林）

地域住民 5 協 鶴居村農泊推進協議会 ○

「第２７回カミングパラダイス」
 木育事業（白糠町）

9月7日 オリジナルコースターづくり 白糠町ハミングロード 白糠町一般住民 42 協
カミングパラダイス実行委員
会、白糠町緑化推進委員会、
白糠ふるさと振興協会

○

厚岸樹木園整備 9月18日 ボランティアによる整備活動（遊歩道の
チップ敷き均し）

「厚岸樹木園」(道有林） 厚岸町老人クラブ連合会 22 主 社会福祉法人厚岸町社会福祉
協議会

「きのこの森づくりと炭づくり体験会」 9月28日 シイタケの本伏せ作業及び木炭づくり体験 厚岸町森林センター広場 厚岸町一般住民 30 協 厚岸町、厚岸町森林センター ○

食べる・たいせつフェスティバル 9月28日 輪切り材を使用したネームプレートづくり
釧路市国際観光交流セン
ター前屋外会場

地域住民 48 協 コープさっぽろ釧路地区本
部、くしろ西森林組合 ○

川湯少年少女グリーンクラブ活動支援
（秋の取組）

中止 （森林環境教育及び木育体験プログラムを予定） 弟子屈町立川湯小学校
川湯少年少女グリーン
クラブ

協 弟子屈町立川湯小学校、川湯
エコミュージアムセンター

浜中町立茶内中学校「技術授業」 中止 （森林環境教育及び木育体験プログラムを予定） 浜中町立茶内中学校 茶内中学校生徒 協 浜中町、浜中町立茶内中学校

2019「木育・森づくりフェア」
１０月１９日
　　　２０日

木とのふれあいコーナー、木育広場、木工
作体験コーナー、パネル展等

イオンモール釧路昭和店
（釧路市昭和中央）

釧路管内一般住民 585 共

くしろ町村会森づくりＰＴ、根
釧西部森林管理署、釧路総合振
興局、緑化団体、木育マイス
ター等

○

くしろ木づなフェスティバル2019
１１月９日
　　１０日

釧路総合振興局ブースにおいて木工体験
（マイ箸づくり、押し葉の栞づくり）

釧路市観光国際交流セン
ター

地域住民 280 協

釧路「木づな」フェスティバル実
行委員会、根釧西部森林管理署、
釧路総合振興局、木育マイスター
道東支部、釧路管内の林業・木材
産業・建設業等関係団体や企業等

○

ネイパル厚岸クリスマスパーティー 12月15日 マツボックリを利用したミニツリーづくり
北海道立青少年体験活動
支援施設ネイパル厚岸

地域の小・中・高生及び
保護者

46 協
北海道立青少年体験活動支援施設
ネイパル厚岸、愛国小学校吹奏楽
部、釧路学生魂、工房るうぷ

○

川湯少年少女グリーンクラブ退団
記念品づくり

中止 （退団記念木工作品づくりを予定） 弟子屈町立川湯小学校
川湯少年少女グリーン
クラブ

協 弟子屈町立川湯小学校

阿寒湖グリーンクラブ少年団退団式並
びに記念品づくり

中止 （退団記念木工作品づくりを予定） 釧路市立阿寒湖小学校
阿寒湖小学校グリーン
クラブ

協 釧路市立阿寒湖小学校

３２事業（主催：1、共催3、協働：2８）
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