
平成26年度木づかい推進月間イベント開催（推進月間を中心とした期間における、庁舎や事務所等での木製品展示活動を含む）

都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

北海道 10月5日 (日) ～ 10月5日 (日) 第4回木育フェスタ
七飯町
大沼ふるさとの森自然学校
（七飯町東大沼294－1流山温泉敷地内）

主催～NPO法人大沼・駒ヶ岳ふるさと
づくりセンター
共催～木育マイスター道南支部

0138-67-1726 木製品等の販売、体験活動。

北海道 10月7日 (火) ～ 10月9日 (木) 木の日パネル展
札幌市
北海道庁1階道政広報コーナーA

北海道 011-204-5492
道産木材を使用した住宅を紹介するパネルや、木質ペレットなど、
木材の様々な使われ方を紹介。

北海道 10月15日 (水) ～ 10月15日 (水)
木材（地域材）利用を

考えるフォーラム
中標津町
中標津経済センター

中標津町地域材利用促進協議会、根
室振興局、中標津町

0153-73-3111
（内線372）

http://www.nakashibetsu.jp
/

地域材の活用について広く発信し、その意義を考え、良さを感じて
いただく。

北海道 10月18日 (土) ～ 10月18日 (土)
北海道森づくりフェスタ2014

道民森づくりネットワークの集い
札幌市
北海道庁赤レンガ庁舎前庭・会議室

北海道
道民森づくりネットワーク実行委員会
北海道林業・木材産業対策協議会

011-204-5515
http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/sr/sky/fest/2014-
2/sougou.htm

道庁赤れんが庁舎前庭に「森のテント村」を設け、森林ボランティ
ア団体や企業などによる体験型プログラムの実施、活動紹介のほ
か、森を楽しむ、木とふれあうイベントを実施。

北海道 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日) くしろ木づなフェスティバル 鳥取ドーム（釧路市） くしろ木づなフェスティバル実行委員会 0154-66-2121 林業・木材産業にかかわる企業・団体の出展等

青森 4月21日 (月) ～ 4月21日 (月) 第29回わくわく木工教室
東北町小川原湖交流センター「宝湖館」
木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

青森 5月19日 (月) ～ 5月19日 (月) 第30回わくわく木工教室
東北町小川原湖交流センター「宝湖館」
木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

青森 6月23日 (月) ～ 6月23日 (月) 第31回わくわく木工教室
東北町小川原湖交流センター「宝湖館」
木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

青森 7月14日 (月) ～ 7月14日 (月) 第32回わくわく木工教室
東北町小川原湖交流センター「宝湖館」
木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

青森 8月25日 (月) ～ 8月25日 (月) 第33回わくわく木工教室
東北町小川原湖交流センター「宝湖館」
木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

青森 9月29日 (月) ～ 9月29日 (月) 第34回わくわく木工教室
東北町小川原湖交流センター「宝湖館」
木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

青森 10月27日 (月) ～ 10月27日 (月) 第35回わくわく木工教室
東北町小川原湖交流センター「宝湖館」
木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

青森 11月17日 (月) ～ 11月17日 (月) 第36回わくわく木工教室
東北町小川原湖交流センター「宝湖館」
木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

青森 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日) 第46回東通村産業まつり 東通村体育館及び駐車場 東通村 0175-27-2111
http://www.vill.higashidoori.l
g.jp

木工教室等

岩手 6月28日 (土) ～ 6月28日 (土) わが街大工の住まいるフェア 一関市千厩農村環境改善センター わが街大工の住まいるネットワーク
0191-52-5111
（永沢木材（株））

住宅設備展示・木工体験・チェーンソー競技デモンストレーション

岩手 7月26日 (土) ～ 7月26日 (土) 憩いの森「夏のわんぱく自然教室」 北上市憩いの森
北上市、（公社）岩手県緑化推進委員
会北上支部、北上市森林組合

0197-72-8237 小学生を対象に、ウォークラリーや木工教室等を行うもの。

岩手 8月3日 (日) ～ 8月3日 (日) 親子木工教室 久慈プレカット事業協同組合 久慈地方木材青壮年協議会
久慈地方木材青壮年協議
会
0194-53-2800

親子木工教室を開催
（小学生の親子先着80組）

岩手 8月3日 (日) ～ 10月26日 (日) 長内川川まつり（木工教室） 久慈市長内川河川敷
長内川川の会・「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会久慈地区分科会

滝ダム管理事務所
0194-59-3838

川まつりの行事の一つとして木工教室を実施

岩手 9月23日 (火) ～ 9月23日 (火) つどいの森　秋の感謝祭 盛岡市都南つどいの森 都南自治振興公社 019-637-0876 http//park20.wakwak.com
つどいの森秋の感謝祭にて，県産材を使用した「青空木工教室」を
開催予定

岩手 9月28日 (日) ～ 9月28日 (日) おでんせ・べごっこフェスタ2014
下閉伊郡岩泉町岩泉字神成地内岩泉町
営龍泉洞第３駐車場

おでんせ・べごっこフェスタ実行委員会
0194-22-2111(岩泉町役場
代表）

木工体験

期間



都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

岩手 9月30日 (火) ～ 10月19日 (日)
久慈地方木工工作コンクール

（展示・表彰式）
久慈市アンバーホール 久慈地方木材青壮年協議会

久慈地方木材青壮年協議
会（マルヒ製材）
0194-53-2800

小中学生による木工工作コンクールの展示と表彰（表彰は10月19
日）

岩手 10月11日 (土) ～ 10月12日 (日)
－薪・巻・牧－トリプル薪フェスタ2014
くずまき高原森林の恵みフォーラム

・森のこだま館
・こいわの森
・ＪＲバス葛巻駅構内

葛巻町産業振興協議会
0195-66-2111
葛巻町農林環境エネルギー
課内

森林とのふれあいり体験、講演会、第７回全日本薪積み選手権大
会

岩手 10月11日 (土) ～ 10月12日 (日) もりのくに遠野まつり 遠野市「蔵の道ひろば」 もりのくに遠野まつり実行委員会 0198-62-0631 木工体験、木材利用PR

岩手 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) 町産材を用いた製品の展示 サン・ビレッジ紫波 紫波町/紫波町農林公社 019-672-2111/019-907-6933
http://office.town.shiwa.iwat
e.jp

町産材（構造材等）展示ＰＲ

岩手 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) 奥州市水沢産業まつり 水沢公園
奥州市水沢産業まつり実行委員会（奥
州市商業観光課）

0197-24-2111（内273） 木工体験コーナー

岩手 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) 久慈地方産業まつり（親子木工教室） 久慈市アンバーホール 久慈地方産業まつり実行委員会
久慈地方産業まつり実行委
員会（久慈市商工観光課
内） 0194-52-2123

産業まつりの行事の一つとして親子木工教室を実施

岩手 10月19日 (日) ～ 10月19日 (日) 憩いの森「秋の緑化まつり」 北上市憩いの森
北上市、（公社）岩手県緑化推進委員
会北上支部、北上市森林組合

0197-72-8237 緑化木の無料配布や木工体験等を行い、緑化運動を推進する。

岩手 10月19日 (日) ～ 10月19日 (日) 食フェスタinかるまい 軽米町役場特設会場 軽米町 0195-46-2111
http://www.town.karumai.iw
ate.jp/

木工体験

岩手 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日)
気仙スギまつり

（大船渡市産業まつりと併催）
大船渡市民体育館 気仙地方林業振興協議会 0192-27-9914 木工製品の展示等

岩手 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日) すみた産業まつり 住田町役場周辺 住田町 0192-46-2111
http://www.town.sumita.iwa
te.jp/

木工製品の展示等

岩手 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日) 一関地方産業まつり農業祭 一関市総合体育館
一関地方産業まつり実行委員会(市農
政課)

0191-21-8427（市農政課）
0191-21-2111（市農地林務
課）

木工体験・ステージイベント（積み木タワー競争・薪拾い競争等）

岩手 11月1日 (土) ～ 11月2日 (日)
JAいわて平泉藤沢営農センターＪＡま

つり
ＪＡいわて平泉　藤沢営農センター

いわて平泉農業協同組合
ＪＡまつり実行委員会

0191-63-2331
（藤沢営農センター）

木工体験

岩手 11月21日 (金) ～ 11月11日 (火) 全国木のまちサミット 住田町役場 全国木のまちサミット実行委員会 0192-46-2111
木材利用の現状、課題、解決方策等の議論し、木材利用の重要性
を発信する。

岩手 11月16日 (日) ～ 11月16日 (日) 森林の収穫祭
一関地方森林組合
東磐木材流通センター

一関地方森林組合
0191-75-3100
（事業本部）

木工体験・丸太早切り競争
チェンソーアート等

岩手 12月7日 (日) ～ 12月7日 (日) 親子木工教室 大槌川河川敷 大槌町
大槌町農林水産課
0193-42-8717

「おおつち鮭まつり」において実施予定

秋田 10月2日 (木) ～ 11月11日 (火)
森と木の国あきた展

～曲げわっぱから住宅まで～
新宿パークタワー1階アトリウム

秋田県、秋田県木材産業協同組合連
合会

018－860－1915
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/14068749396
58/index.html

秋田県産木材製品の「展示・商談会」「木材情報発信セミナー」「曲
げわっぱ等の展示販売」など

秋田 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日) 大館圏域産業祭 大館市樹海ドーム 市、商工会議所、ＪＡ 0186-43-7072
http://www.city.odate.akita.j
p/dcity/sitemanager.nsf/do
c/industry_fistival.html

地元産物の展示・公開

秋田 11月1日 (土) ～ 11月3日 (月) 五城目町産業文化祭 五城目町広域体育館 五城目町農林振興課 018－852－5233 箸作り、木工体験等

秋田 11月10日 (月) ～ 10月13日 (月) チェンソーアートフェスティバル 秋田県立北欧の杜公園
第29回国民文化祭北秋田市実行委員
会

0186-62-8002 www.city.kitaakita.akita.jp
秋田杉の丸太を使いチェンソーで作品を作りあげる。また、木材を
使って赤とんぼを作成し、飾り付ける。

宮城 7月1日 (火) ～ 11月30日 H26.7
第7回みやぎ児童・生徒
「木工工作」コンクール

東北電力グリーンプラザほか 宮城木材文化ホール運営委員会 022-239-2661
http://www.pref.miyagi.jp/s
oshiki/ringyo-
sk/mokkoukousaku.html

期間



都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

宮城 7月1日 (火) ～ 11月30日 (日)
第7回みやぎの森林・林業

「写真」コンクール
東北電力グリーンプラザほか みやぎ林業活性化基金 022-217-4307

http://www.miyamori.or.jp/h
p/frm-a.html

宮城 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) みやぎまるごとフェスティバル 勾当台公園ほか
みやぎまるごとフェスティバル実行委
員会

022-211-2819

山形 10月12日 (日) ～ 10月12日 (日) 第38回全国育樹祭 金山町遊学の森
公益社団法人国土緑化推進機構・山
形県

023-630-3282
http://www.pref.yamagata.jp
/ou/kankyoenergy/050011/
ikujyusai/38ikuju.html

全国育樹祭

山形 10月11日 (土) ～ 10月11日 (土) 育林技術交流集会
山形県西置賜郡飯豊町椿3622
町民総合センター「あ～す」

公益社団法人国土緑化推進機構・山
形県

023-630-3282
http://www.pref.yamagata.jp
/ou/kankyoenergy/050011/
ikujyusai/38ikuju.html

特別公演・パネルディスカッション

山形 10月11日 (土) ～ 10月11日 (土) 全国緑の少年団活動発表大会 鮭川村農村交流センター
公益社団法人国土緑化推進機構・山
形県

023-630-3282
http://www.pref.yamagata.jp
/ou/kankyoenergy/050011/
ikujyusai/38ikuju.html

交流集会

山形 10月12日 (日) ～ 10月13日 (月) 森林・林業・環境機械展示実演会 新庄市新庄中核工業団地
一般社団法人林業機械化協会・山形
県

023-630-3282 http://www.rinkikyo.or.jp 林業機械の展示会

山形 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日) 山形県林業まつり 天童市山形県総合運動公園 山形県林業まつり実行委員会 023-666-4800 木工工作等の体験

山形 10月31日 (金) ～ 10月31日 (金) 第64回山形市植樹祭 ニュータウン周辺環境保全林市有地 山形市 023-641-1212
林業関係者や地域住民等と協働で植樹活動を行い、森林（里山）
に対する意識の高揚を図る。

山形 11月3日 (月) ～ 11月3日 (月) 最上町大産業まつり 最上町向町商店街 最上町大産業まつり実行委員会
0233-43-2111
最上町交流促進課

http://mogami.tv
木工品展示、作成
大工さんによる餅まき他

山形 10月11日 (土) ～ 10月11日 (土) ウッドフェスタinOkitama
山形県西置賜郡飯豊町椿3622
町民総合センター「あ～す」

飯豊町・山形県・
置賜林業推進協議会

0238-72-2111 木工教室・木工クラフト・スゲ細工・木育コーナー

山形 10月5日 (日) ～ 10月5日 (日) 学童祭り
山形県米沢市金池3丁目1−62
米沢市営体育館

米沢市 0238-28-3222
http://www.city.yonezawa.y
amagata.jp/

もくロック&キューブブロック

山形 10月18日 (土) ～ 10月18日 (土) 学校行事
山形県米沢市大字関町3934−18
白布森の館

米沢市 0238-28-3222
http://www.city.yonezawa.y
amagata.jp/

森林散策&木工ｸﾗﾌﾄ

山形 10月25日 (土) ～ 10月25日 (土) コミセン祭り
山形県米沢市本町2丁目4−28
南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

米沢市 0238-28-3222
http://www.city.yonezawa.y
amagata.jp/

輪切りを使った動物づくり

山形 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) 庄内森とみどりのフェスティバル2014 鶴岡市小真木原公園
庄内森とみどりのフェスティバル実行
委員会、庄内地方林業振興協議会

0235-66-5537
「鶴岡大産業まつり」と併催し木材等林産物と触れ合う機会をつく
り、森林・林業の役割・重要性を県民に広くPRする。

山形 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日) 庄内森とみどりのフェスティバル2014 酒田市中町商店街
庄内森とみどりのフェスティバル実行
委員会、庄内地方林業振興協議会

0235-66-5537
「酒田市農林水産まつり」と併催し木材等林産物と触れ合う機会を
つくり、森林・林業の役割・重要性を県民に広くPRする。

山形 10月25日 (土) ～ 10月25日 (土) 森と木のツアー 鶴岡市内 庄内森林ネット鶴岡田川 25－2111
地域にある身近な森林を見学し、木造建物から匠の技を学び、地
域材住宅を見つめなおす森と木のツアー

福島 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) 農業と観光の物産展 郡山総合体育館内 観光物産展実行委員会 024-924-2201 展示販売と観光ＰＲ

福島 10月下旬 ～ 11月上旬 チェンソーアート文化祭 古殿町道の駅ふるどの チェンソーアート文化祭実行委員会 0247-53-4613

http://www.town.furudono.f
ukushima.jp/kanko-dentou-
bunka/see/event/chainsaw
artbunkasai/1066

チェンソーアート競技会、カービングショー等

福島 10月25日 (土) ～ 10月25日 (土) 親子木工教室 小野町「B&G海洋センター」 小野町 0247-72-6935
親子を対象に、県産材を利用した木工教室を開催し、森林の大切
さや木材製品を生活に取り入れることを推進する。

福島 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日)
会津ブランドものづくりフェア

「木の良さ青空交流会」
会津若松市門田町御山字村上地内
（会津ドーム前特設会場）

会津若松市
（会津若松地域木材需要拡大協議会）

0242-27-3507
㈲長谷川泰司商店（長谷川
木材）

http://www.city.aizuwakama
tsu.fukushima.jp/

木工クラフト、木工教室、間伐材製品展示、木製おもちゃ展示即売
等

期間



都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

福島 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日) 第39回福島県林業祭 福島県林業研究ｾﾝﾀｰ 福島県林業祭実行委員会 024-521-7426 森林林業総合ｲﾍﾞﾝﾄ､木工教室、木材関連展示等

福島 木製品の展示 福島県庁森林林業総室 林業振興課 024-521-7432 木製テーブル・椅子の展示・利用

福島 木製品の展示 福島県庁県民ホール 林業振興課 024-521-7432 木製ベンチ・テーブル等の展示・利用

福島 木製品の展示 福島市（ＪＲ福島駅） 福島地区木材協同組合 024－557－2421
木製ベンチゴミ箱測張り加工
行灯型木製看板

福島 木製品の展示 福島市（コラッセふくしま） 福島地区木材協同組合 024－557－2421 木製ベンチ行灯型木製看板

福島 木製品の展示 福島市（コラッセふくしま） 県北農林事務所 024－535－0323 木製傘立て、案内板

福島 木製品の展示 福島市（福島市民会館） 福島地区木材協同組合 024－557－2421
木製ベンチゴミ箱測張り加工
行灯型木製看板

福島 木製品の展示 福島市（旧堀切邸） 福島地区木材協同組合 024－557－2421 木製ベンチ

福島 木製品の展示 福島市（福島県立図書館） 県北農林事務所 024－535－0323 木製ベンチ、ゴミ箱

福島 木製品の展示 福島市（土地改良会館） 県北農林事務所 024－535－0323 木製テーブル、ベンチ

福島 木製品の展示
特別養護老人ホーム「アリヴァーレ宝生
園」

県北農林事務所 024-535-0323 木製テーブル、ベンチの展示

福島 木製品の展示 特別養護老人ホーム「ひまわり園」 県北農林事務所 024-535-0323 木製テーブル、ベンチの展示

福島 木製品の展示 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｽﾎﾟｰﾂﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ 県北農林事務所 024-535-0323 木製玩具等の展示・利用

福島 木製品の展示 福島県郡山合同庁舎 県中農林事務所 024-935-1367 木製ベンチほかの展示

福島 木製品の展示
福島県産業交流館
（ビッグパレットふくしま）

県中農林事務所 024-935-1367 木製ベンチほかの展示

福島 木製品の展示 福島空港ビル 県中農林事務所 024-935-1367 木製テーブルほかの展示

福島 木製品の展示 学校法人郡山開成学園 県中農林事務所 024-935-1367 木製ベンチの展示

福島 木製品の展示
福島県立清陵情報高等学校・柏城小学
校

県中農林事務所 024-935-1367 木製ベンチの展示

福島 木製品の展示 市役所本庁舎玄関ロビー 郡山市 024-924-2231 郡山産木材を使用したテーブル・ベンチ

福島 木製品の展示 郡山駅構内 郡山市 024-924-2231 郡山産木材を使用したテーブル・ベンチ

福島 木製品の展示 新白河駅 県南農林事務所 0247-33-2121 木製ベンチ、サイドテーブル、案内標示板の展示
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福島 木製品の展示 棚倉合庁 県南農林事務所 0247-33-2121 木製テーブル、ベンチ、マガジンラックの展示

福島 木製品の展示 新白河駅 県南農林事務所 0247-33-2121 木製テーブル、イス、案内板の展示

福島 木製品の展示
福島県文化財センター白河館（まほろ
ん）

県南農林事務所 0247-33-2121 木製テーブル、イス、案内板の展示

福島 木製品の展示 白河実業高校 県南農林事務所 0247-33-2121 フラワーポット、標識の展示

福島 木製品の展示 塙厚生病院 県南農林事務所 0247-33-2121 木製ベンチの展示

福島 木製品の展示
元気高齢者施設ＪＡ東西しらかわ
「みりょく満点」

県南農林事務所 0247-33-2121 木製テーブル、ベンチ、衝立の展示

福島 木製品の展示 農業総合センター農業短期大学校 県南農林事務所 0247-33-2121 木製テーブル、ベンチの展示

福島 木製品の展示
県喜多方合同庁舎
県民ホール

会津農林事務所 0241-24-5734 木製ベンチ・テーブル等の展示・利用

福島 木製品の展示
県会津若松合同庁舎
県民ホール

会津農林事務所
0241-24-5734
（0242-29-5214）

木製カタログ棚の展示・利用

福島 木製品の展示 福島県立博物館 会津農林事務所
0241-24-5734
（0242-28-6000）

木製展示ケースの展示・利用

福島 木製品の展示 会津鉄道芦ノ牧温泉駅 会津農林事務所
0241-24-5734
（0242-92-3766）

木製ベンチ・テーブルの展示・利用

福島 木製品の展示 福島県昭和の森 会津農林事務所
0241-24-5734
（0242-65-2841）

木製ベンチ・テーブルの展示・利用

福島 木製品の展示 福島県昭和の森 会津農林事務所
0241-24-5734
（0242-65-2841）

木製ベンチ・テーブルの展示・利用

福島 木製品の展示 福島県昭和の森 会津農林事務所
0241-24-5734
（0242-65-2841）

木製ベンチ・テーブルの展示・利用

福島 木製品の展示・利用 喜多方市林業総合センター遊樹館 喜多方市
0241-22-0912
（市農林課0241-24-5234）

木工クラフト製品の展示、
木製テーブル・イスの利用

福島 木製品の利用 中山森林公園 喜多方市 0241-24-5234 木製遊具の利用

福島 木製品の利用 喜多方市役所・各総合支所 喜多方市 0241-24-5234 木製記載台の利用

福島 木製品の利用 喜多方市役所、喜多方市立図書館 喜多方市 0241-24-5234 木製ベンチの利用

福島 木製品の利用 ふれあいランド高郷 喜多方市
0241-44-2114
(市高郷総合支所）

木製ベンチの利用

福島 木製品の利用 大仏山ふれあいの森 喜多方市 0241-24-5234 木製テーブル・ベンチの利用

福島 木製品の利用 喜多方市立図書館 喜多方市 0241-24-5234 木製書架の利用
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福島 木製品の展示 会津田島駅 南会津農林事務所 0241-62-5375
木製ベンチ、ゴミ箱、カタログラック、手荷物台、特産品ラック、商品
ラックの展示

福島 木製品の展示 会津下郷駅 南会津農林事務所 0241-62-5375 木製ゴミ箱、本棚、ベンチの展示

福島 木製品の展示 会津高原尾瀬口駅 南会津農林事務所 0241-62-5375 木製ベンチの展示

福島 木製品の展示 会津湯野上温泉駅 南会津農林事務所 0241-62-5375 木製ベンチ、本棚の展示

福島 木製品の展示
南会津合同庁舎
県民ホール

南会津農林事務所 0241-62-5375 木製テーブルの展示

福島 木製品の展示 会津乗合自動車株式会社山口営業所 南会津農林事務所 0241-62-5375 木製ベンチの展示

福島 木製品の展示 県立南会津病院 南会津農林事務所 0241-62-5375 木製パンフレットトラック、看板、テーブルの展示

福島 木製品の展示 道の駅そうま 相双農林事務所 0244-26-4305
テーブル、イス、ベンチ
観光案内、物産品販売

福島 木製品の展示 県立新地高等学校 相双農林事務所 0244-26-4305 図書館書架、案内板

福島 木製品の展示 県立テクノアカデミー浜校 相双農林事務所 0244-26-4305 案内板

福島 木製品の展示 県立相馬養護学校 相双農林事務所 0244-26-4305 受付テーブル、案内板

福島 木製品の展示 南相馬市鹿島区応急仮設住宅 相双農林事務所 0244-26-4305 テーブル、イス、下駄箱

福島 木製品の展示
南相馬福祉会
特別養護老人ホーム福寿園

相双農林事務所 0244-26-4305
http://www.pref.fukushima.l
g.jp/sec/36260a/sounourin0
004.html

ＣＤラック、足置き台、ベンチ

福島 木製品の展示
いいたて福祉会
特別養護老人ホームいいたてホーム

相双農林事務所 0244-26-4305
http://www.pref.fukushima.l
g.jp/sec/36260a/sounourin0
007.html

花台、本棚、キッチン台、カラオケ台

福島 木製品の展示 社会福祉法人ﾊｰﾄﾌﾙなこそ いわき農林事務所 0246-24-6193 木製ベンチ

福島 木製品の展示 福島県いわき合同庁舎 いわき農林事務所 0246-24-6193 木製ベンチ、掲示版の展示

福島 木製品の展示 福島海洋科学館(アクアマリンふくしま) いわき農林事務所 0246-24-6193 木製ベンチ

福島 木製品の展示 福島県いわき合同庁舎 いわき農林事務所 0246-24-6193 広報用掲示板及び腰板

茨城 7月5日 (土) ～ 7月5日 (土) 森林湖沼環境税PRキャラバン 下妻市イオンモール下妻 茨城県 029-301-4021
http://www.pref.ibaraki.jp/b
ukyoku/nourin/rinsei/shinko
zei/

森林湖沼環境税を活用した事業の紹介やPRのほか，県産材を活
用した木製品の展示及び配布

茨城 7月6日 (日) ～ 7月6日 (日) 森林湖沼環境税PRキャラバン つくば市イオンモールつくば 茨城県 029-301-4021
http://www.pref.ibaraki.jp/b
ukyoku/nourin/rinsei/shinko
zei/

森林湖沼環境税を活用した事業の紹介やPRのほか，県産材を活
用した木製品の展示及び配布

茨城 7月13日 (日) ～ 7月13日 (日) 森林湖沼環境税PRキャラバン 鹿嶋市イオン鹿島店 茨城県 029-301-4021
http://www.pref.ibaraki.jp/b
ukyoku/nourin/rinsei/shinko
zei/

森林湖沼環境税を活用した事業の紹介やPRのほか，県産材を活
用した木製品の展示及び配布
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茨城 7月19日 (土) ～ 7月19日 (土) 森林湖沼環境税PRキャラバン
日立市日立シビックセンターエコフェスひ
たち2014

茨城県 029-301-4021
http://www.pref.ibaraki.jp/b
ukyoku/nourin/rinsei/shinko
zei/

森林湖沼環境税を活用した事業の紹介やPRのほか，県産材を活
用した木製品の展示及び配布

茨城 8月10日 (日) ～ 8月10日 (日) 森林湖沼環境税PRキャラバン 水戸市イオンモール水戸内原 茨城県 029-301-4021
http://www.pref.ibaraki.jp/b
ukyoku/nourin/rinsei/shinko
zei/

森林湖沼環境税を活用した事業の紹介やPRのほか，県産材を活
用した木製品の展示及び配布

茨城 8月23日 (土) ～ 8月23日 (土) 霞ヶ浦環境科学センター夏まつり 霞ヶ浦環境科学センター 茨城県
029-828-0960
（029-301-4021）

http://www.kasumigaura.pre
f.ibaraki.jp/03_event/yotei/h
26/summerfes2014/summer
fes2014.html

環境・科学・自然を通して楽しみながら霞ヶ浦を考える。林務関係
では，森林湖沼環境税を活用した事業（県産材活用事業含む）の
紹介やPRのほか，県産材の箸作り体験を実施。

茨城 9月27日 (土) ～ 9月28日 (日) いばらき県北うまかっぺまつり 茨城県三の丸庁舎広場 茨城県
029-301-4150
（029-301-4021）

県北部の加工品や農林水産物の魅力をPRし，中山間地域の振興
を図る。林務関係では，森林湖沼環境税を活用した事業（県産材
活用事業含む）の紹介やPRのほか，県産材の箸作り体験を実施。

茨城 11月1日 (土) ～ 11月2日 (日) 茨城をたべよう収穫祭 笠間市笠間芸術の丘公園 茨城県
029-301-3894
（029-301-4021）

県内の食材・食品等を県内外へ広く発信し，県産農林水産物の消
費拡大を図る。林務関係では，県産材を使用した箸造り体験等を
実施。（予定）

栃木 9月15日 (月) ～ 9月15日 (月) 敬老の日木工教室 栃木県子ども総合科学館
とちぎの元気な森づくり県民会議木づ
かい推進部会

028-623-3277 敬老の日にプレゼントするための木工教室

栃木 9月11日 (木) ～ 9月20日 (土)
子どもたちの木工工作コンクール

作品展示会
栃木県子ども総合科学館

とちぎの元気な森づくり県民会議木づ
かい推進部会

028-623-3277 全国児童生徒木工工作コンクール栃木県大会の応募作品の展示

栃木 9月21日 (日) ～ 9月21日 (日) もくもくまつり2014 宇都宮市ろまんちっく村 とちぎ木材フェスティバル実行委員会 028-632-2476 木材にふれあい、遊びながら、森林について学ぶイベント

栃木 10月11日 (土) ～ 10月11日 (土) エコ・もりフェア2014 栃木県子ども総合科学館 栃木県エコ・もりフェア実行委員会 028-623-3277
環境や森林を取り巻く課題について理解を深めるための参加・体
験型イベント

栃木 10月11日 (土) ～ 10月11日 (土) 木工教室 宇都宮市森林公園 宇都宮市 028-632-2476 ベンチ等作製

栃木 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日) ゆめ！さくら博2014 さくら市体育館 さくら市 028-681-1117 木工教室の開催

栃木 11月9日 (日) ～ 11月9日 (日) ふるさと茂木秋まつり はが野農業協同組合茂木支店 ふるさと茂木まつり運営委員会 0285-63-5644
http://www.town.motegi.toc
higi.jp/

木工教室

群馬 7月26日 (土) ～ 7月26日 (土) 親と子の木工広場 JA甘楽富岡高瀬集荷場 群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 7月27日 (日) ～ 7月27日 (日) 親と子の木工広場
富岡製材協同組合
（プレカット工場）

群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 7月27日 (日) ～ 7月27日 (日) 親と子の木工広場
サン・スポーツランド
下仁田町

群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 8月2日 (土) ～ 8月2日 (土) 親と子の木工広場 （株）吉貞高崎木材市場 群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 8月3日 (日) ～ 8月3日 (日) 親と子の木工広場 中之条ツインプラザ 群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 8月3日 (日) ～ 8月3日 (日) 親と子の木工広場 クラインガルテン交流館 群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 8月9日 (土) ～ 8月9日 (土) 親と子の木工広場 赤城ふれあいの森 群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 8月9日 (土) ～ 8月9日 (土) 赤城ふれあいの森まつり 赤城ふれあいの森
森と木のまつり（赤城ふれあいの森ま
つり）実行委員会

027-261-0615
木工教室、丸太切り体験、木製遊具の設置、間伐材製品の販売及
びきのこの試食等

群馬 8月23日 (土) ～ 8月24日 (日) 親と子の木工広場 上之町天狗プラザ 群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

期間



都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

群馬 10月19日 (日) ～ 10月19日 (日) 親と子の木工広場 県立ぐんまこどもの国 群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 11月9日 (日) ～ 11月9日 (日) 親と子の木工広場
桐生市中央公園
（新川公園）

群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 11月5日 (水) ～ 11月8日 (土)
第39回群馬県児童生徒

木工工作コンクール
群馬県庁
県民ホール

群馬県
群馬県木材青年協会

027-226-3241
027-266-8220

木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 12月3日 (水) ～ 12月3日 (水) 第45回群馬県優良素材展示会 群馬県森林組合連合会木材共販所 群馬県 027-261-0615
良質素材の生産奨励及び素材生産技術の向上を目的として、県
内各地から生産される優良材を展示する。

群馬 3月中旬 ～ 3月中旬 第35回上州産優良素材展示会 群馬県素材生産流通協同組合 群馬県素材生産流通協同組合 0274-50-3311
良質素材の生産奨励及び素材生産技術の向上を目的として、県
内各地から生産される優良材を展示する。

埼玉 5月10日 (土) ～ 5月11日 (日)
第24回木が香る

秩父フェスティバル
秩父市道の駅ちちぶ

木が香る秩父フェスティバル実行委
員会

0494-24-7215 木工品の販売、木工工作等

埼玉 8月1日 (金) ～ 8月1日 (金) 夏休み子ども公民館「木工教室」 秩父市歴史文化伝承館 秩父市中央公民館 0494-22-0420 木工工作

埼玉 8月3日 (日) ～ 8月3日 (日) 木とのふれあいまつり ㈱吉貞戸田市場
一般社団法人
埼玉県木材協会

048-822-2568
http://www.pref.saitama.lg.j
p/page/kitonofureaimaturi.h
tml

県産木材の展示、親子木工教室、
木育教室等

埼玉 8月15日 (金) ～ 8月15日 (金) 夏のじばさん祭り 秩父市地場産センター
秩父地域地場産業
振興センター

0494-24-6966 木工教室

埼玉 8月24日 (日) ～ 8月24日 (日) 夏休み親子木工教室 小川木材建具工業協同組合 小川木材建具工業協同組合 0493-72-1833 木工教室

埼玉 8月24日 (日) ～ 8月24日 (日) 木とのふれあいまつり
丸宇木材市売㈱
北浜市場

一般社団法人
埼玉県木材協会

048-822-2568
http://www.pref.saitama.lg.j
p/page/kitonofureaimaturi.h
tml

県産木材の展示、親子木工教室、
木育教室等

埼玉 9月21日 (日) ～ 9月21日 (日) 西川材フェアー 飯能市中央公園
西川材フェアー
実行委員会

042-974-3111 西川材製品の展示販売、イベント等の開催

埼玉 9月21日 (日) ～ 9月25日 (木) 西川材木工工作コンクール 飯能市立図書館
西川材フェアー
実行委員会

042-974-3111 木材工作作品のコンクール

埼玉 10月12日 (日) ～ 10月12日 (日)
森と住まいの木づかいフェスティ

バル
飯能市役所駐車場 西川ねんりんの会

042-973-2351（柏屋商事
内）

西川材とふれ合う為の各種イベント・住宅関連相談全般

埼玉 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日)
幼児向けキャラクターを活用した

木づかいイベント
越谷レイクタウン 公益社団法人国土緑化推進機構 03-3262-8437

幼児向けキャラクターとともに、木づかいについて知るイベ
ントを開催。

埼玉 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日) 「一本の木」オーディション 駿河台大学
「一本の木」オーディション実行委
員会

090-3080-4183（吉野）
http://www.tv-
hanno.co.jp/introduction/ot
a/ota.html

木を活かすための作品やプランを募集し、オーディションを
行う

埼玉 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日)
みんなの皆野
ふれあいまつり

皆野町 皆野町商工会 0494-62-1311
http://www.shokokai.or.jp/1
1/minano/

木工教室

埼玉 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日) 木とのふれあいまつり
㈱東京木材相互市場
吹上市場

一般社団法人
埼玉県木材協会

048-822-2568
http://www.pref.saitama.lg.j
p/page/kitonofureaimaturi.h
tml

県産木材の展示、親子木工教室、
木育教室等

埼玉 10月下旬 ～ 11月上旬
第25回木が香る

秩父フェスティバル
秩父市
道の駅ちちぶ

木が香る秩父フェスティバル実行委
員会

0494-24-7215 木工品の販売、木工工作等

埼玉 11月2日 (日) ～ 11月2日 (日) 第9回木のくにときがわまつり ときがわ町体育センター他 木のくにときがわまつり実行委員会 0493-65-1521
http://www.town.tokigawa.lg
.jp/forms/top/top.aspx

地域産業活性化を目的に、木工製品の展示・販売や実際に地
場産材に触れ合うイベント

埼玉 11月8日 (土) ～ 11月9日 (日)
2014彩の国食と農林業
ドリームフェスタ

深谷市農林公園 彩の国食と農林業の祭典実行委員会
http://www.pref.saitama.lg.j
p/soshiki/k02/

木工製品の展示・販売・模擬上棟式・パネル展示・住宅相談
等

期間
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埼玉 11月9日 (日) ～ 11月9日 (日) 第5回木材建具まつり 小川町埼玉伝統工芸会館 小川木材建具工業協同組合 0493-72-1833 木工・建具製品の展示・販売、木とふれあう体験イベント等

埼玉 11月14日 (金) ～ 11月14日 (金)
埼玉県民の日イベント
「県庁オープンデー」

埼玉県庁舎内 埼玉県 048-830-4318
http://www.pref.saitama.lg.j
p/site/kenminnohi/kentyou
openday.html

木工製品の展示・パネル等展示

埼玉 11月16日 (日) ～ 11月16日 (日) ちちぶ市場感謝祭 秩父市公設地方卸売市場 いきいき市場運営実行委員会 0494-25-5210 木工教室

埼玉 11月16日 (日) ～ 11月16日 (日) 木とのふれあいまつり
東京新宿木材市場㈱
埼玉センター

一般社団法人
埼玉県木材協会

048-822-2568
http://www.pref.saitama.lg.j
p/page/kitonofureaimaturi.h
tml

県産木材の展示、親子木工教室、木育教室等

東京 10月4日 (土) ～ 10月5日 (日) 木と暮しのふれあい展 都立木場公園 東京都、(一社)東京都木材団体連合会 03-5320-4855 木材利用の普及PR

東京 10月10日 (金) ～ 10月10日 (金)
木づかい推進月間2014記念

『2020年につなぐ、都市での木づかい
シンポジウム』

TKPガーデンシティ竹橋（東京都千代田区
公益社団法人国土緑化推進機構
社団法人全国木材組合連合会

03-3262-8437
http://city.living.jp/sp/gaku
ensai/

シンポジウムの開催　等

東京 10月11日 (日) ～ 10月12日 (日) スポーツ博覧会・東京2014 都立駒沢オリンピック公園
東京都、(公財)東京都スポーツ文化事
業団

03-3451-0950 （ブース出展（木材利用の普及PR））

東京 10月25日 (月) ～ 10月26日 (日)
木づかいで応援しよう

～2014東北復興大祭典なかの～
中野サンプラザ広場　他

2014東北復興大祭典なかの実行委員
会

東京青森県人会
03-5275-5091

シンポジウムの開催　等

神奈川 5月3日 (土) ～ 5月3日 (土) 本庁一般公開に併せたＰＲ 神奈川県庁
神奈川県
森林再生課

045-210-4332
カンナ削り実演・体験、小田原かまぼこ積み木アトラクションなどに
よるデモンストレーション及び県産材PR

神奈川 5月31日 (土) ～ 5月31日 (土) かながわ家づくりフェア2014 横浜産貿センター
かながわ木づかい推進協議会、神奈
川新聞社

045-227-0813
http://kanaloco-
housing.jp/event2014.html

県産木材を使用する住宅のPR等

神奈川 7月27日 (日) ～ 7月27日 (日) 第11回オーロラモールECOフェア 西武東戸塚店 西武東戸塚店 045-210-4332
パネル・かまぼこ積み木アトラクションなどによる県産木材の良さを
伝えるPR等

神奈川 11月29日 (土) ～ 11月29日 (土)
木にふれてかながわの森を知ろう

2014
イオン大和鶴間店 かながわ木づかい推進協議会 045-210-4332

県産木材木工コンクール表彰式と木材の良さやその利用の意義を
学ぶ木育の推進

新潟 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金) 「木づかい推進月間」PR 新潟県村上地域振興局 同左 0254-52-7934 振興局情報コーナーでの木製品展示

新潟 10月18日 (土) ～ 10月18日 (土) うおぬま里山まつり 魚沼市響の森公園 魚沼市 025-799-4603
http://www.pref.niigata.lg.jp
/norin.html

木工作体験、展示販売（薪・炭等）

新潟 10月19日 (日) ～ 10月19日 (日) 魚沼森の感謝祭 グリーンピア津南 津南町 025-765-3115
http://www.pref.niigata.lg.jp
/norin.html

育林、植栽

新潟 8月24日 (日) ～ 8月24日 (日) 建築祭り 糸魚川市まがたま会館 建築組合連合会糸魚川支部青年部 (025-552-5473) 越後杉のPR。積み木など木製品の展示

富山 10月12日 (日) ～ 10月12日 (日)
全国豊かな海づくり大会

プレイベント
射水市海王丸パーク

第35回全国豊かな海づくり大会富山
県実行委員会

076-444-3121
（富山県水産漁港課：実行
委員会事務局）

 http://yutakanaumi-
toyama.jp/event/2014/07/1
012.html

県産材積み木コーナー等設置を検討中

富山 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) まるまる魚津親子木工教室 魚津市、海の駅蜃気楼
新川地区林業
研究グループ協議会

0765-23-0111 新川間伐材による木工教室

富山 10月19日 (日) ～ 10月19日 (日) 第13回森林とのお見合い 魚津市
新川森林組合・尾谷ﾎｰﾑ・尾谷林業ほ
か

0765-23-0111
http://www.niikawa-
shinrin.or.jp/

消費参加の森林・製材所・地域材住宅の見学視察会

富山 10月22日 (水) ～ 10月22日 (水)
新川森林組合30周年記念式典

新川材木工品展示会
魚津市、新川文化ホール 新川森林組合 0765-23-0111

http://www.niikawa-
shinrin.or.jp/

新川材による伝統的な木工工芸品の展示

期間
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石川 10月4日 (土) ～ 10月5日 (日) 石川の農林漁業まつり 石川県産業展示館 石川の農林漁業まつり実行委員会 076-225-1613
http://www.pref.ishikawa.lg.j
p/nousei/matsuri/

県産材を使った家づくりに関する展示、きのこなど林産物の即売

石川 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日) 輪島里山里海まつり マリンタウン 輪島里山里海まつり実行委員会 0768-23-1141
http://www.city.wajima.ishik
awa.jp/

木工作、ネイチャークラフト

福井 10月8日 (水) ～ 10月8日 (水) 木工体験 美山啓明小学校 福井県（福井農林総合事務所） 0776-21-8213 木工クラフト

山梨 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日)
森林のフェスティバル
（山梨県林業まつり）

甲府市小瀬スポーツ公園 山梨県林業まつり実行委員会 055-223-1652
・木工教室等
・パネル等による普及展示
・木工品等の販売

岐阜 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日) 森の木とのふれあいフェア 岐阜県庁芝生広場 岐阜県 058-272-8483
http://www.pref.gifu.lg.jp/sa
ngyo-koyo/ringyo-mokuzai-
sangyo/

「森を学ぼう、森で遊ぼう、森の恵みを楽しもう」をキャッチフレーズ
に森林・林業、木材加工業者等による出展・展示・体験等において
県産材を利用した商品の販売、木工教室、クラフト教室を実施し、
木に親しんでもらおうというイベント。

静岡 10月27日 (月) ～ 10月30日 (木)
第31回静岡県優良素材普及展示即

売会
(株)スンエン
 (島田市 御請229)

静岡県木材協同組合連合会 054-252-3168 http://www.s-mokuren.com

①県内の特色ある優良素材を展示し、県産材の利用促進に努め
る。
②森林・林業・木材産業の現場体験を通じて、郷土「木都・島田」を
知る

静岡 11月1日 (土) ～ 11月9日 (日)
第39回静岡県児童生徒

木工工作コンクール
静岡科学館「る・く・る」創作ルーム、企画
展示室

静岡県木材青壮年団体連合会 054-252-3168 http://www.s-mokuren.com
木工工作を通じて「木」のもつ強さ、暖かさ、優しさ等の「木の良さ」
を児童生徒に広く理解を促す。

愛知 9月27日 (土) ～ 9月28日 (日) とよた産業フェスタ2014 豊田スタジアム とよた産業フェスタ2014実行委員会 http://www.s-festa.com/ 農林関連の出展エリアで木工ブースの出展等

愛知 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金) パネル展示 豊田市役所 豊田市・豊田市林業振興会議 森林整備、木材利用に関するパネルの展示

愛知 10月2日 (木) ～ 10月4日 (土) 第44回建築総合展NAGOYA 吹上ホール （公社）愛知建築士会
http://www.chukei-
news.co.jp/kenchiku/

あいち認証材のPRブースの設置

愛知 10月5日 (日) ～ 10月5日 (日) ものづくりフェスタ2014 トヨタスポーツセンター とよたものづくりフェスタ実行委員会 豊田市林業振興会議による間伐材えんぴつ作りブースの出展

愛知 10月14日 (火) ～ 10月27日 (月) 地域材の利用促進 東海農政局消費者の部屋 愛知県産材認証機構など 052-331-9386 あいち認証材のPR

愛知 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日) とよた森づくりの日イベント ＪＡあいち豊田ふれあいホール 豊田市・豊田市林業振興会議 0565-62-0602 森づくりに関連したイベントを開催

愛知 11月23日 (日) ～ 11月23日 (日) '14木トピア 新城市内 木トピア実行委員会 （0536‐32‐1975） 木工工作等

三重 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金) 神去村の木製品展示 三重県津総合庁舎
三重県津農林水産事務所森林・林業
室

059-223-5091
三重県津市美杉村で作られた木製品（椅子・机）や木の玩具の展
示

三重 10月4日 (土) ～ 10月4日 (土) みえ森林フェスタ2014津
三重県津市一身田上津部田1234三重県
総合文化センター

三重県 059－224－2513
http://www.pref.mie.lg.jp/shi
nrin/hp/mori/

様々な方に楽しみながら森林・自然・木への関心を高めていただく
ため開催。木工教室や森林・自然・木・地産地消にちなんだ展示や
物販、イェンス・イェンセン氏の講演会等を行う。

三重 11月9日 (日) ～ 11月9日 (日) 尾鷲ヒノキ火鉢制作体験講座 熊野古道センター 尾鷲市林業振興協議会 0597-23-8224 http://www.city.owase.lg.jp/ 尾鷲ひのきもとがえしによる火鉢制作体験

京都 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金) 第1回「京都・木と山の写真コンテスト」
京の山杣人工房
嵯峨・木のこゝろ『風』

TEL075-881-6868
FAX075-861-4188

http://www.fuu-saga.jp./ 京都の木と山の魅力をテーマとした写真コンテスト

京都 10月10日 (金) ～ 10月10日 (金)
地域の森林と木材の活用を知る見学

会
亀岡市千歳町地内 南丹・京丹波林業振興展実行委員会 0771-42-2225 office@yagimokuzai.jpn.org 地域の森林、木材市場及び住宅又は加工工場の見学

京都 10月20日 (月) ～ 10月21日 (火)
木材市場における優良原木の表彰

と記念市
南丹市八木町（株）八木木材市場 南丹・京丹波林業振興展実行委員会 0771-42-2225 office@yagimokuzai.jpn.org 審査会(20日)、表彰式と記念市(21日)

期間



都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

京都 10月4日 (土) ～ 10月5日 (日)
京都府内産材もくもくコンクール作品

展示
京丹波町須知丹波マーケス（京都丹波く
りまつり併催）

南丹・京丹波林業振興展実行委員会 0771-42-2225 office@yagimokuzai.jpn.org
南丹市、京丹波町内小・中学校及び支援学校の応募作品展示、木
工教室、森の積み木広場、森づくり相談、林研コーナー、森林整備
の大切さをＰＲする展示など

京都 11月3日 (月) ～ 11月3日 (月)
京都府内産材もくもくコンクール作品
展示及び表彰式南丹・京丹波木材ま

つり2014

南丹市美山町宮島小学校グラウンド(美
山ふるさとまつり併催）

南丹・京丹波林業振興展実行委員会 0771-42-2225 office@yagimokuzai.jpn.org
南丹市、京丹波町内小・中学校及び支援学校の応募作品展示、木
工教室、森の積み木広場、森づくり相談、林研コーナー、森林整備
の大切さをＰＲする展示など

京都 11月中旬 ～ 11月中旬 木質バイオマスに係るシンポジュウム 南丹・京丹波林業振興展実行委員会 0771-42-2225 office@yagimokuzai.jpn.org 木質燃料の生産と木質バイオマスの利用を目指して

京都 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金)
森林組合における間伐や森林整備及
び木質バイオマスの重要性を啓発す

る展示

各市町、森林組合及び振興局の事務室
やホールなどで展示

南丹・京丹波林業振興展実行委員会 0771-42-2225 office@yagimokuzai.jpn.org
木質バイオマスの取り組み状況及び間伐など森林整備の必要性
の啓発、パネルの展示

京都 10月11日 (土) ～ 10月11日 (土) 第2回「京都丹州もくもくフェスタ」
京都丹州木材市場（京都府綾部市小畑
町埋野98-93）

京都丹州もくもくフェスタ実行委員会 050-3736-9506 http://mokufes.seesaa.net/
府民が京都府中丹地域の木材に触れ、親しんでいただき、「丹州
材」（府北部地域で生産されたスギ、ヒノキ）の利用拡大につなげる
イベント

京都 10月19日 (日) ～ 10月19日 (日) 城陽市緑化フェスティバル 京都府立木津川運動公園 緑化フェスティバル実行委員会
0774-56-4066
（城陽市都市計画課）

木工製品展示・木工教室

奈良 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金)
ニューイング登美ヶ丘エアーウッド展

示場
奈良の木ＰＲ

ニューイング登美ヶ丘エアーウッド展示
場
（奈良市中登美ヶ丘）

近鉄不動産(株)

奈良 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金)
シャーウッド奈良展示場・橿原展示場

奈良の木ＰＲ

毎日ハウジング奈良会場（奈良市柏木
町）
ＡＢＣハウジング橿原住宅公園（橿原市
新賀町）

積水ハウス(株)

奈良 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金)
パナホーム奈良支社

奈良の木ＰＲ
パナホーム奈良支社（奈良市大宮町） パナホーム(株)

奈良 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金)
「奈良の木」を使った住まい創り新築・

リフォーム無料相談会
暮らしギャラリー「四季の家」
(大和郡山市田中町)

(株)スペースマイン

奈良 10月4日 (土) ～ 10月5日 (日)
キックオフイベント

「奈良の木づかいフェスタ」
木灯館（橿原市曲川町イオンモール橿原
内）

奈良県奈良の木ブランド課

奈良 10月4日 (土) ～ 10月5日 (日)
木灯クラブ環境教育講座・木工工作

教室
木灯館（橿原市曲川町イオンモール橿原
内）

十津川村

奈良 10月4日 (土) ～ 10月19日 (日)
馬見フラワーフェスタ

奈良フードフェスティバル2014「シェ
フェスタｉｎ馬見」

馬見丘陵公園（河合町佐味田）
馬見丘陵公園
奈良フードフェスティバル実行委員会

奈良 10月4日 (土) ～ 11月25日 (火) チェンソーアート「ふくろう講習」 吉野アートスタジアム（吉野町西谷） 吉野チェンソーアートスクール

奈良 10月5日 (日) ～ 10月5日 (日)
「なんゆう祭2014」

～南部東部地域活性化イベント～
大川橋付近の河川敷（五條市五條）

南部東部地域活性化イベント開催協
議会

奈良 10月4日 (土) ～ 10月26日 (日)
吉野町森林セラピーツアー

(10/4,11,18,26開催)
吉野町内神仙峡龍門の里コースほか 吉野ビジターズビューロー

奈良 10月11日 (土) ～ 10月11日 (土)
吉野で学ぶ木の暮らしセミナー

～伐採ツアー～
川上村井戸地区 吉野林材振興協議会

奈良 10月11日 (土) ～ 10月12日 (日)
うだ・アニマルパーク秋祭り

～奈良の木の魅力展示＆木工体験
～

うだ・アニマルパーク（宇陀市大宇陀小附）奈良県うだ・アニマルパーク

奈良 10月11日 (土) ～ 10月12日 (日) 橿原夢の森フェスティバル 橿原神宮森林遊苑（橿原市畝傍町） 橿原夢の森フェスティバル実行委員会

奈良 10月11日 (土) ～ 10月13日 (月)
県産材(認証材)を使用した注文住宅

の完成見学会
生駒郡斑鳩町龍田 (株)イムラ

期間



都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

奈良 10月11日 (土) ～ 10月26日 (日)
吉野サロンなど巡回見学会スタンプラ

リー(10/11-13,25-26開催)
吉野町、堺市、東大阪市、京都市 ひとときネットワーク、阪口製材所

奈良 10月17日 (金) ～ 10月19日 (日) 奈良の木ふれあいイベント
ＡＢＣハウジング橿原住宅公園内
パナホーム橿原展示場(橿原市)

パナホーム(株)

奈良 10月18日 (土) ～ 10月18日 (土) 川上村カヌーフェスティバル おおたき龍神湖（川上村大字迫）
川上村カヌーフェスティバル実行委員
会

奈良 10月18日 (土) ～ 10月18日 (土) 「春日奥山古事の森」シンポジウム 奈良県文化会館（奈良市登大路町）
「春日奥山古事の森」育成協議会
事務局:奈良森林管理事務所

奈良 10月19日 (日) ～ 10月19日 (日)
世界の森と吉野の森～パネル展示、
宇宙ドーム基地づくり、丸太ヨガ～

吉野町吉野山 NPO法人吉野・千年の森

奈良 10月25日 (土) ～ 10月25日 (土) エコフェスタ2014inまほろば 橿原文化会館前広場（橿原市北八木町） 橿原市地球温暖化対策地域協議会

奈良 10月25日 (土) ～ 10月25日 (土)
吉野の魅力を発信、こだわり大作戦

～貯木あるき、木工製作～
吉野町上市 (株)南工務店

奈良 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日)
近鉄住まいの体感展示会奈良の木Ｐ

Ｒ
北コミュニティセンターISTAはばたき(生
駒市)

近鉄不動産(株)

奈良 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日)
うだ産フェスタ

～農林商工業の振興イベント～
宇陀市総合体育館（宇陀市榛原萩原） うだ産フェスタ実行委員会

奈良 10月25日 (土) ～ 11月3日 (月)
奈良フードフェスティバル2014「シェ

フェスタin奈良」
奈良公園（登大路園地） 奈良フードフェスティバル実行委員会

奈良 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金) 「奈良の木づかい運動推進月間」 奈良県内全域 奈良県 0742-27-7470
http://www.pref.nara.jp/dd.a
spx?menuid=27678

別添資料参照

大阪 10月5日 (日) ～ 10月5日 (日) 水都おおさか森林の市2014 毛馬桜ノ宮公園・近畿中国森林管理局 水都おおさか森林の市実行委員会 050-3160-6753
http://www.rinya.maff.go.jp/
kinki/koho/event/morinoich
i/index.html

「森林の市」は、楽しみながら森林の恵みや木の良さを知ってもら
い、森林の大切さ・林業の役割・農山村の現状について理解を深
めることを目的とした体験型イベントです。

大阪 10月19日 (日) ～ 10月19日 (日) 第10回木にふれよう平林祭り 平林テニスコート跡地
一般社団法人平林会・一般社団法人
大阪府木材連合会

06-6685-6907
http://www.hirabayashi-
kai.jp/

平林まつりは子供たちに都会生活では体験できない「本物の木を
見て、触れて、感じる」をコンセプトに親子木工教室や丸太切り競
争、木工工作コンテストなどさまざまな木に触れる体験コーナーを
設け、より一層の木材の普及につなげていきます。

兵庫 10月12日 (日) ～ 10月12日 (日) ひょうご木材フェア 神戸市（ハーバーランド） 兵庫県木材利用推進協議会 078-371-0607(県木連内）
http://www1.odn.ne.jp/hyog
omokuren/event/index.html

木材製品から木造住宅を扱う広範な木材関係事業者が展示・販売

兵庫 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) 兵庫県農林漁業祭 明石市（県立明石公園） 兵庫県農林漁業祭実行委員会 078-341-7711(内4046) 木材製品の展示等

兵庫 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日) ひょうご森のまつり2014 養父市（ハチ高原） 兵庫県・養父市 078-341-7711(内4218)
http://web.pref.hyogo.lg.jp/a
f15/af15_000000008.html

森林林業・木材産業の全般展示

和歌山 4月1日 (火) ～ 3月31日 (月) くつろ木サロン 伊都振興局（1階ロビー） 紀の国・木の家推進協議会 0736-33-4911（伊都振興局） 木の家パネル、木製品の展示

和歌山 8月3日 (日) ～ 8月3日 (日) 夏休み木づかい祭 御坊市議会堂下 木づかいどうしの会 0738-24-2912（日高振興局） 親子木工体験

和歌山 9月1日 (月) ～ 12月 まで 木工教室 新宮市内小学校 紀南木材新緑會
0735-22-6105
（新宮木材協同組合）

出張木工教室

和歌山 9月20日 (土) ～ 9月21日 (日) 木工コンクール 新宮木材協同組合 新宮木材協同組合、紀南木材新緑會 0735-22-6105 木工作品の審査・展示

期間
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和歌山 10月1日 (水) ～ 11月30日 (日)
和歌山ＤＣ

（和歌山デスティネーションキャンペー
ン）

ＪＲ新宮駅 新宮木材協同組合 0735-22-6105 新宮駅の木質内装整備

和歌山 10月12日 (日) ～ 10月12日 (日) 和歌山の木で作ろう（木工） 和歌山県植物公園緑花センター 那賀木材協同組合 0736-62-4029（和歌山県植物
http://www.w-
botanicalgarden.jp

木工教室：椅子、小物

和歌山 11月9日 (日) ～ 11月9日 (日) 田辺農林水産業まつり 田辺市扇ヶ浜地内、扇ヶ浜交流広場 田辺農林水産業まつり実行委員会事務0739-26-9930 木工教室の開催等

和歌山 11月15日 (土) ～ 11月16日 (日) かつらぎ町産業まつり かつらぎ町平和公園 かつらぎ町、かつらぎ町森林組合
0736-22-0300（かつらぎ町
役場）

イベントとして木工教室を実施

鳥取 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) 鳥取県東部地区木の住まいフェア 鳥取産業体育館
一般社団法人鳥取県木造住宅推進協
議会

実行委員会事務局田中工
業（株）0857-22-8061

http://www.tottoriken-
mokuzo.com/

木工教室、パネル展示、住宅相談等

鳥取 10月26日 (日) ～ 10月26日 (日) 鳥取県中部地区木の住まいフェア 倉吉駅前広場
一般社団法人鳥取県木造住宅推進協
議会

実行委員会事務局（有）パ
ルス建設0858-47-4030

http://www.tottoriken-
mokuzo.com/

木工教室、パネル展示、住宅相談等

島根 9月22日 (月) ～ 9月23日 (火) しまねＷＯＯＤフェア2014
出雲市上塩冶町890-1
(株)出雲木材市場

(株)出雲木材市場、
木材製品県外出荷しまね事業体連
合、
島根県農林水産部ほか

0853-21-1855 島根県産木材の展示・品評会

岡山 6月28日 (土) ～ 6月28日 (土) 「そうだ！森へ行こう！」
津黒いきもの
ふれあいの里

真庭・トンボの森づくり
推進協議会

42-1113
（真庭市環境課）

ハンモックを手作り、ＢＢＱ等

岡山 7月26日 (土) ～ 7月26日 (土) エコキャンプ2014 津黒高原キャンプ場
エコキャンプ2014
実行委員会

086-803-8013
（山陽新聞社）

森づくり体験、エコドライブ体験等

岡山 8月22日 (金) ～ 8月22日 (金)
子ども樹木博士

認定事業
勝山美しい森 真庭森林組合 0867-44-3036

森林について学習会、テストを行い、子ども樹木博士認定書を授
与

岡山 10月25日 (土) ～ 10月25日 (土)
森のおもちゃ
フェスティバル

（株）西粟倉・森の学校 西粟倉村 0868-79-2111
http://www.vill.nishiawakura
.okayama.jp

「木育」をテーマに幼児期から木に触れる事で木への親しみを持っ
てもらう。また、母親世代にも木のおもちゃへの関心を持ってもら
う。

岡山 10月25日 (土) ～ 10月25日 (土)
第15回森林を考える岡山県民のつど

い
津山市
（グリーンヒルズ津山）

森林を考える岡山県民
のつどい実行委員会

環境の世紀にふさわしい森林の保全や美しい森づくりを推進する
とともに、林業の振興と地域材の需要拡大を図る

広島 5月31日 (土) ～ 6月1日 (日)
第13回ひろしま山の日県民の集い安

芸太田メイン会場
安芸太田町大字松原
深入山グリーンシャワー

第13回ひろしま山の日県民の集い安
芸太田実行委員会

0826-28-1973（事務局：産
業振興課）

sangyoshinko@akiota.jp
山、森林に親しめるイベントを開催（里山の手入れ行事など）
※メイン会場の他，サテライト会場として県内12地域で山の手入れ
行事を開催

広島 10月8日 (水) ～ 10月8日 (水) 木のシンポジウム
広島市
広島YMCA国際文化ホール

広島木材青年経営者協議会
082-513-3688
（広島県林業課県産材販売
戦略担当）

木造建築の拡大に向けた講演会及びパネルディスカッション

広島 11月3日 (月) ～ 11月3日 (月) 第8回ひろしま「森の市」 広島市森林公園
市民参加の森林づくり
実行委員会

市民参加の森林づくり実行
委員会事務局
082-845-4348

木製品・森の産物等の展示・販売や森林ボランティア団体の活動
紹介、林業体験等を行うことにより、木材利用や森林づくりの大切
さを理解してもらう。

山口 10月4日 (土) ～ 10月5日 (日) やまぐち住宅フェア
海峡メッセ下関
（山ロ県下関市豊前田町3丁目3-1）

山口県ゆとりある住生活推進協議会
〇コーナー設置
（一社）県住宅建設協会

083-921-8722
(083-925-2277)県住宅建設
協会

http://www.solasi.com/yuto
ri/shutten14/

会場内に、木材体験コーナーを設置

徳島 10月8日 (水) ～ 10月8日 (水) WOODキャラバン隊 県内市町村 山と木とみどりのフェア実行委員会 088-662-2521 木づかい要請

徳島 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) 山と木とみどりのフェア 徳島市藍場浜公園 山と木とみどりのフェア実行委員会 088-662-2521 森林・木材に関するイベント

徳島 11月11日 (火) ～ 11月13日 (木) 徳島県優良木材展示即売会 株式会社ｹﾞﾝﾎﾞｸ小松島営業所
徳島県木材協同組合連合会
徳島県木材市場連盟

ｹﾞﾝﾎﾞｸ（0885-32-2270） 展示即売による木材のＰＲ

徳島 11月23日 (日) ～ 11月23日 (日) とくしま森林づくりフェスタ 神山森林公園イルローザの森 とくしま森林づくり県民会議 088-621-2459 森林づくりや木育イベント

期間
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香川 10月中旬 ～ 10月中旬 県産木材ワークショップ 香川県 087-832-3456
子どもたちを中心に、木への親しみや木の文化への理解を深める
ため、木工教室（ワークショップ）を開催するなど、木に触れ、創り、
楽しみ、学ぶ機会を提供。

高知 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日)
第10回

高知もくもくランド2014
高知市中央公園

高知県／
高知県木材普及推進協会

088-883-6721
（高知県木材普及推進協
会）

高知県産材の現状や木の良さ、木造住宅の良さを、木に触れて体
験してもらい知ってもらうことを目的として開催します。

愛媛 10月中旬 ～ 10月中旬 久万林業まつり 久万高原町 久万林業まつり実行委員会 0892－21－1111 森林・林業に関する様々なイベント

愛媛 10月1日 (水) ～ 10月31日 (金) ポスターの掲示 愛媛県庁及び出先機関 愛媛県

福岡 10月12日 (日) ～ 10月13日 (月) ウッドフェスタ2014福岡 福岡市植物園 ウッドフェスタ福岡実行委員会
福岡県林業振興課
（092-643-3536）

木工教室、木育広場、木造住宅相談コーナー等

福岡 10月25日 (土) ～ 10月25日 (土)
｢新･木造の家｣｣設計コンペプレゼン

テーション
LIXIL福岡総合ショールーム
（福岡市博多区半道橋2-5-10）

NPO法人森林をつくろう
NPO法人森林をつくろう
（050-3490-1783）

http://www.mori-
tukurou.com/contents/com
petition/details/

木造建築物の設計に関する講演会等

佐賀 10月19日 (日) ～ 10月19日 (日) 第9回県産材まつり 伊万里市、伊万里木材市場
(一社）佐賀県木材協会
㈱伊万里木材市場

0952-23-6181
0955-20-2183

木工教室等

佐賀 10月20日 (月) ～ 10月31日 (金)
佐賀県児童・生徒木工工作コンクール

入選作品展示
佐賀城本丸歴史館 佐賀県木材青壮年会 0952-44-2103 木工工作の展示

長崎 11月8日 (土) ～ 11月9日 (日)
2014まちづくり総合住宅フェアーテー
マ：地球環境にやさしい木材の地産地

消ー
長崎市元船町「夢彩都」横おくんち広場

長崎県ゆとりある住まいづくり推進協
議会

095－825－6944 www.nagasaki-jkc.jp
木造家屋を建て、建方から内装、解体までリアルタイムで解説。上
棟式・餅まき、木造耐震体験、ペンキ塗り体験などを実施。木材利
用・住宅の相談窓口の設置して相談にあたる。

長崎 11月8日 (土) ～ 11月9日 (日)
2014まちづくり総合住宅フェアーテー
マ：地球環境にやさしい木材の地産地

消ー
長崎市元船町「夢彩都」横おくんち広場 長崎県住宅課 095－894－3104

www.doboku.pref.nagasaki.jp
/sumai

木造家屋を建て、建方から内装、解体までリアルタイムで解説。上
棟式・餅まき、木造耐震体験、ペンキ塗り体験などを実施。木材利
用・住宅の相談窓口の設置して相談にあたる。

大分 10月18日 (土) ～ 10月19日 (日) 大分県農林水産祭
別府公園（大分県別府市大字野口原
3018-1）

大分県 097-506-3833
木材利用に関する普及啓発（木工教室、丸太切り体験、木製品の
販売、木育紹介等）

宮崎 11月23日 (日) ～ 11月23日 (日) 杉コレクションｉｎ都城2014 都城市
杉コレ実行委員会
（公法）県森林林業協会
県木材青壮年会連合会

代表0985-27-7682
http://www.m-forest-
a.or.jp/

木育活動、パネルディスカッション

宮崎 11月26日 (水) ～ 12月5日 (金) 木づかい展 宮崎市県立図書館
杉コレ実行委員会
（公法）県森林林業協会
県木材青壮年会連合会

代表0985-27-7682
http://www.m-forest-
a.or.jp/

木製品・パネル展示

宮崎 10月14日 (火) ～ 10月19日 (日) 木づかい展本館展示 宮崎市県庁本館 みやざきスギ活用推進室 0985-26-7156 パネル展示

熊本 8月3日 (日) ～ 8月3日 (日) 絵本カーニバル2014in山都町 山都町、清和文楽邑 絵本カーニバル実行委員会 0967-82-3033 木工教室開催

熊本 9月14日 (日) ～ 9月14日 (日) 第32回清和文楽の里まつり 山都町、清和文楽邑 清和文楽の里まつり実行委員会 0967-82-2111 木工教室開催

熊本 9月20日 (土) ～ 9月21日 (日) おもちゃキャラバンin小国 小国町、旧北里小学校体育館 小国町 0967-46-2112 木のおもちゃの展示や遊び体験

熊本 10月12日 (日) ～ 10月12日 (日) 第20回きままにスポーツ・健康フェスタ 益城町、益城町総合運動公園 益城町・益城町体育協会 096-286-3111 木工教室開催

熊本 11月23日 (日) ～ 11月23日 (日) もみじ祭り 甲佐町、甲佐町グリーンセンター 緑川森林組合 096-234-0485 木工教室開催

期間
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鹿児島 10月25日 (土) ～ 10月26日 (日)
第15回かごしま木材まつり

（かごしまウッディフェスタ21）
かごしま県民交流センター

かごしま木材まつり実行委員会（事務
局：（一社）県林材協会連合会）

099－260－5356
1）木材製品，木造住宅等，木の良さのＰＲ
2）森林，林業，木材産業のＰＲ
3）木工教室ほかイベント

沖縄 10月11日 (土) ～ 10月12日 (日) やんばるの産業まつり 名護市21世紀の森体育館 北部振興会
やんばるの産業まつり実行
委員会090-8357-4433

http://www.yanbaru-oki.jp/. 沖縄本島北部12市町村の特産品を一堂に集めた産業まつり

沖縄 11月4日 (火) ～ 11月6日 (木) 沖縄ウッディフェア
沖縄市久保田プラザハウスショッピング
センター

沖縄ウッディフェア実行委員会
沖縄ウッディ実行委員会事
務局098-877-8588

http://www.okimoku.or.jp/4
498.html

木製品・陶器・染織他・展示即売

期間


