
東京メトロ日比谷線・千代田線、都営地下鉄三田線「日比谷」駅下車

会場：東京都立 ※雨天決行。荒天中止
（中止の場合は、公式サイトに表示します）にれのき広場等日比谷公園
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みどりとふれあう
フェスティバル

毎年、4月15日から5月14日まで「みどりの月間」が設けられています。そのフィナーレイベントとして「みどりの感謝祭」を開催します。

8月11日は「山の日」です
感じよう、山の恵み、森の恵み

（一財）全国山の日協議会

facebook
も更新中!!

キッズ向け&大人も楽しい多彩なプログラム（一部有料） 自然観察や木工クラフトなどの体験プログラムから、農山村の特産品の販売など、
多彩なプログラムが満載 ! ※プログラムは変更になる場合がございます。

フォレストアドベンチャー
「モバイル・ターザニア」

　小さな森探したんけん隊　
（森のようちえんプチ体験）

日本産の天然精油を
体感できる

ハンドトリートメント

森とつながるヨガの時間
～都会の森編～

ツリークライミング®体験 森と木の子育てひろば／
フォレスト・サポーターズ

食べて楽しむプログラム（有料）※販売商品は変更になる場合もございます。

絶品しらす丼
他、あんこう唐揚、タコ唐揚、
常陸の梅 アイス梅ドリンク等

杉浦太陽さんオリジナルレシピ

クラムチャウダー風
きのこのミルク鍋

その他にも、多彩な著名人・キャラクターの出演を調整中！

マタギナルド
ハンバーガー

（猪肉と鹿肉のハンバーガー）

自家製鹿肉パテド
カンパーニュサンド
鹿肉あらびき

 フランクソーセージ

まことさん
（シャ乱Ｑ ドラマー）

藤本麗華さん
（2019ミス日本みどりの女神）

なすびさん
（富良野自然塾裏磐梯校
特別インストラクター）

杉浦太陽さん
（きのこマイスター）

くまモン
©2010熊本県くまモン
　協力銀座熊本館
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多くの人たちに、緑についての理解と関心を高めてもらおうと、毎年4月15日から5月14日まで「みどりの月間」が設けられています。その締めくくりとして「みどり
の感謝祭」を開催します。11日～12日の2日間にわたり、森にふれ、森を育み、木をつかう企業、団体、NPO等が出展し、木のクラフトやツリークライミング体験、
鹿肉などのジビエ料理を味わうことができるなど、子供から大人まで楽しめる「みどりとふれあうフェスティバル」を実施します。

TEL：03-3791-4805（9:30～17:30土・日・祝日を除く） FAX：03-3791-0953  E-mail：kanshasai2019@tsp-taiyo.co.jp

ピックアップ プログラム

詳しくは、「みどりの感謝祭」公式サイトをご覧ください。

キッズ向けプログラム

大人も楽しいプログラム

［開催日時］

［参加 人 数］
［参 加 費］
［所要時間］

［対象年齢］

［参 加 方 法］

11日（土）11:00～16:30／12日（日）10:00～15:30
※両日30分程度の休憩時間有。
15名程度／回
500円／回
約15分

身長110㎝以上、専用ハーネス
が安全に装着できる方に限る
ブースにて受付

Supported by 
リソル生命の森株式会社

　　　　　　　　　　　フォレストアドベンチャー・ターザニア

一般者向けツリークライミング体験会＆ちびっこスペースで自然のおもちゃであ
そぼう。安全にロープや道具を使用し木に登るレクレーションです。自分のペース
で好きな高さまで登れ、樹の上からの風景を楽しんでみてはいかがでしょうか。

全国にある、フランス発祥の森林共生型アドベンチャーパー
ク、「フォレストアドベンチャー」の体験ができます。専用の
ハーネスを着用し、スタートからゴール迄途切れることがな
い安全確保システムで遊べます。

［実施日時］

［参加 人 数］
［参 加 費］

［所要時間］
［参 加 方 法］

11日（土） ①11:10 ～12:10 ②13:10 ～14:10 ③14:20 ～15:20 ④15:30 ～16:30
12日（日） ①10:15 ～11:15 ②11:25 ～12:25 ③13:10 ～14:10  ④14:20 ～15:20
15名／回
子ども（6～15歳）1,000円
大人（16歳以上） 1,500円
約40分
当日ブースにてチケット販売
(11日11時～、12日10時～）

［その他］開始10分前に集合
してください。ズボ
ン・スニーカーを着
用してください。

ツリークライミング®体験 Supported by
（NPO）ツリークライミングジャパン

自然を発見し、触れながら、都心の小さな森を探しに行きま
しょう！“森のようちえん”では、自然の中で子ども自身が
様々なことを感じ、自ら遊びを作り出す姿を引き出すような
関わりをします。小さなお子様はもちろん、小学生や大人に
も、きっと何か面白い発見があるはず♪｠

［実施日時］

［参加 人 数］
［参 加 費］
［所要時間］

11日（土）①13:00～ ②14:30～ ③16:00～ 
12日（日）①11:00～ ②13:30～ ③15:00～ 
親子10組（20名程度）／回
無料
約30分

小さな森探したんけん隊（森のようちえんプチ体験）
Supported by

（NPO）森のようちえん全国ネットワーク連盟

［対象年齢］
［参 加 方 法］

どなたでも
ブースにて申込み順

ヒノキやユズ、クロモジ、月桃など、やさしい香りの日本生ま
れのアロマが注目を集めています。ブースでは、日本産アロマ
を使った心地よいハンドトリートメントを体験できます。また
精油やハーブ、コスメなどの関連商品の物販も行っています。

［実施日時］

［参加 人 数］
［参 加 費］
［所要時間］

11日（土）11:00～17:00
12日（日）10:00～16:00
制限なし
500円／回
約10分

日本産の天然精油を体感できるハンドトリートメント
Supported by

（一社）日本産天然精油連絡協議会

［対象年齢］
［参 加 方 法］

乳幼児以外
ブースにて申込み順

ハイキングでも、登山でもない、新しい森の楽しみ方「森林セ
ラピー」を都会の公園で体験してみませんか。
森林セラピーの歩き方・自然の感じ方をご案内します。

［実施日時］
［開催回数］
［参加 人 数］
［参 加 費］

両日 ①13:00～ ②15:00～
2回／日
10名／回
無料

森の力がこころと身体を癒す「森林セラピー」
Supported by

森林セラピーソサエティ

ドラマ『北の国から』『やすらぎの刻～道』などで知られる脚本家・倉本聰が、
ライフワークとして「木」を題材に描き続けてきた点描画数点を特別展示い
たします。

特別展示
「森のささやきが聞こえますか～倉本聰の点描画展～」

［所要時間］
［対象年齢］
［参 加 方 法］

30分
小学生以上（応相談）
ブースにて受付

日本の木でできた、木のおうちや、木玉プール、木のおもちゃ
で遊べるスペースです。床も杉とヒノキの木のタイルが敷き
詰められていて木の心地よさを体感できます。ベビーマッ
サージのワークショップも行います。

［実施日時］

［対象年齢］
［参 加 費］

11日（土）11:00～17:00
12日（日）10:00～16:00
どなたでも
無料

森と木の子育てひろば／フォレスト・サポーターズ
Supported by

森と木の子育てひろば／フォレスト・サポーターズ

初心者でも簡単にできるヨガのプログラムを行います。気持ち
の良い新緑を浴びながら、体の伸びと共に心も開放します。こ
れからヨガをはじめたい方やご家族での参加も大歓迎です。

［実施日時］

［参加 人 数］
［参 加 費］
［所要時間］
［対象年齢］
［受付方法］

11日(土)11:00～　富岡裕子
　　　　13:00～／15:00～　美都くらら
12日(日)11:00～／13:00～　本田雄介
20名／回
500 円
約45分　
どなたでも
ブースにて受付

森とつながるヨガの時間～都会の森編～ Supported by
（一社）国際ホリスティックセラピー協会

［注意事項］
※ヨガマットのご用意はござい
ます。雨天の場合は中止。当日、
IHTA又は各講師のFacebook
にてご確認ください。

 ※プログラムは変更になる場合がございます。

［実施日時］

［参加 人 数］
［参 加 費］
［所要時間］

❶11日（土）11:30／12:30／14:30／15:30 　　
❶12日（日）11:00／12:00／14:00／15:00
❷両日とも 12:00／14:00
❶8名／回 ❷5名／回
❶❷どちらも 500円
❶❷どちらも40分～50分

❶ 新緑のフラワーセラピー「森のグリーンブーケ作り」
❷ おうちで育てる～小さな森のテラリウムを作ろう～

Supported by
花あそび～花寿庵～

フランス発祥の森林共生型アドベンチャーパーク

フォレストアドベンチャーの体験版「モバイル・ターザニア」

国民の祝日「山の日」

その他にもステキな商品が当たる！

クイズラリー
家族で楽しめる様々な施設の無
料招待券等、ステキな商品が当た
るクイズラリーを会場で開催！

❶色々な種類の植物を手に取り、触れて楽しんで下さい。体験
後はお持ち帰り頂き、清々しい香りのブーケをお楽しみ頂きます。  
❷お部屋の中で、小さな自然や森を感じることのできる「テラリ
ウム」作り。お子さんと一緒に作って育ててみませんか？

［対象年齢］

［参 加 方 法］

❶❷どちらも制限なし
(小学生以上は大人同伴）
ブースにて受付

グランデコホテル
ペア宿泊券

「モバイル・ターザニア」
無料招待券

YOGAMAT
TRAVELLER TO GO

公園内の樹木を巡り、インストラクターから樹木の説明を受
け、樹木の名前を覚えます。覚えた樹木の数に応じて、10級か
ら初段までの「子ども樹木博士」が認定され、認定証が授与さ
れます。

［実施日時］

［参加 人 数］
［参 加 費］
［所要時間］

両日①12:00～12:45 ②13:30～14:15 ③15:00～15:45 
※12日のみ10:30～11:45も開催
20名／回
無料
約45分

「子ども樹木博士」に挑戦しよう! Supported by
子ども樹木博士認定活動推進協議会

［対象年齢］
［参 加 方 法］

小学生以上
ブースにて受付

460ｍのコースを歩きながら46億年の地球の歴史を辿る、子
供から大人まで楽しめる体験型プログラム(作家・倉本聰監
修)です。裏磐梯校の特別インストラクターであるタレントの
なすびさんが案内する回もあります。

［実施日時］

［参加 人 数］
［参 加 費］
［所要時間］

11日（土） ①12:00 ～12:50 ②14:00 ～14:50
12日（日） ①11:00 ～11:50 ②13:00 ～13:50
30名／回
無料
約 50 分

富良野自然塾「46億年・地球の道」プログラム（富良野校・裏磐梯校）
Supported by

NPO法人C・C・C富良野自然塾

［対象条件］
［参 加 方 法］

小学生以上
一部予約制


