
都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

福　岡

四王寺県民の森 宇美町大字四王寺字猫
坂

092-932-7373 農林水産部林業振興課
092-643-3548

随時 施設へ直接 否 できるだけ早め
に

月曜日 無料 http://www.fukuoka-
moriren.org/shioji01.html

福　岡

夜須高原記念の森 筑前町櫛木 0946-42-0590 農林水産部林業振興課
092-643-3548

随時 施設へ直接 否 できるだけ早め
に

月曜日 無料 いも掘り、絵はがきスケッ
チ、段ボールアート、音楽
祭、環境学習会、ペンキ塗り
ボランティア

http://yasukogen.q-
rin.co.jp/

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）
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都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

佐　賀

佐賀県立２１世紀県民の森 佐賀市富士町大字藤瀬
724-4

0952-57-2341
FAX　57-2217

森林整備課みどり推進担
当
0952-25-7136

随時 施設へ直接 否 １ヶ月前 年末年始 実費（材料費、講
師料など）

佐　賀

自然の館「ひらたに」 鹿島市大字山浦丙
3871-88

0954-64-2579
FAX  64-2577

鹿島市農林水産課農山
漁村係
0954-63-3413

要相談 施設へ直接 可 １ヶ月前 火曜日、年末年始 http://www.city.kashima.s
aga.jp/kankou/kk_shizen.h
tml

佐　賀

平成こども記念の森
(佐賀県林業試験場)

佐賀市大和町大字池上
3408

0952-62-0054
FAX  51-2013

林業試験場普及指導担
当
0952-62-0054

随時 施設へ直接 否 随時 年末年始 実施可能なプログラム：木工
や自然素材を利用した工作
体験、簡易炭焼き体験、樹
木園を利用した樹木の学
習、自然観察、樹木の身体
測定など。

http://www.pref.saga.lg.jp
/web/shigoto/_1075/ns-
ringyou/rinshi/mori.html

佐　賀

伊万里市木工芸センター
「ピノキオの家」

佐賀県伊万里市大川内
町丙668-1

0955-22-2822 県土づくり本部 森林整備
課
0952-25-7135

産業部 農山漁村整備課
林務水産係
0955-23-2591

開館日（土
日祝日、春
休み、夏休
み）

施設へ直接 否 随時（閉館日は
市担当部局へ）

閉館日（ただし、要
相談）

工具使用料　100
円
教材費　  実費

木工芸品の製作 http://www.city.imari.saga
.jp/icity/browser?ActionC
ode=content&ContentID=
1181119816509&SiteID=0
000000000000&FP=searc
h&RK=1266216734397
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森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

長　崎

長崎県民の森 長崎市神浦北大中尾町
693-2

0959-24-0181
FAX  24-1666
管理事務所

農林部林政課普及林産
班
095-895-2988
FAX 895-2596

随時 施設へ直接 可 宿泊は３ヶ月前
から

年末年始 http://www16.ocn.ne.jp/~
kenmin/

長　崎

長崎市民の森 長崎市茂木町1010-1 095-825-6705
FAX 825-6707
長崎市森林体験館

農林部林政課森林管理
班
095-895-2984
FAX 895-2596

長崎市水産農林部水産
農林総務課業務
095-825-5151

随時 施設へ直接 可 宿泊は６ヶ月前
の月初めから

宿泊不可能日：
1月2日～7日

http://www1.city.nagasaki
.nagasaki.jp/nogyo/leisure
/index.html

長　崎

佐世保市烏帽子岳散策の
森

佐世保市烏帽子町283-
1

0956-24-1111
(内線3043)
FAX　25-1710
佐世保市農林整備課

農林部林政課森林管理
班
095-895-2984
FAX 895-2596

佐世保市
農林整備課農林改良係
0956-24-1111
(内線3043)

随時 自治体へ 否 利用の際は、事
前に相談のこと

森林体験館におい
ては平日（夏休み
期間を除く）、6月1
日～6月30日、1月1
日～2月末日

周辺施設：長崎県立青少年
の天地（宿泊可）

http://www.zenmori.org/h
ureai/sisetsu/42eboshi.ht
ml

長　崎

島原市有明農林漁業体験
実習施設舞岳山荘

島原市有明町大三東戊
5580-2

0957-68-1111･5888
FAX　68-2119

農林部林政課森林管理
班
095-895-2984
FAX 895-2596

島原市有明庁舎農林水
産課農政係
0957-68-1111

随時 自治体へ 可 ２ヶ月前から１週
間前まで

火曜日、年末年始 併設施設：舞岳ふれあい
ロード

長　崎

みずほの森公園 雲仙市瑞穂町西郷丁
1923-4

0957-77-2111
FAX　77-2116
雲仙市瑞穂総合支所
産業建設課

農林部林政課森林管理
班
095-895-2984
FAX 895-2596

雲仙市総務部管財課
0957-38-3111
雲仙市瑞穂総合支所産
業建設課
0957-77-2111

随時 自治体へ 可 7月20日～8月31
日まで（利用は
夏期のみ）

8月13日～8月15日 宿泊施設はテントで夏期の
み

長　崎

新上五島町つばき体験工
房

新上五島町小串郷
１０７１－２

0959-55-3219
FAX　電話と同じ
新上五島町振興公社

農林部林政課普及林産
班
095-895-2988
FAX 895-2596

新上五島町農林課　林業
振興班
0959-53-1166
FAX 0959-53-1177

随時 施設へ直接 否 ２週間前予約 年末年始　　お盆
予約がある時 搾油体験　高校生以上、

大人　1,500円　小学生、
中学生800円（材料代別）
炭焼き　高校生、大人
1,000円　小学生、中学生
300円（材料代込）

町公式ＨＰから　　
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熊　本

立田山憩い森 熊本市黒髪8ほか 096-383-1111(内5619)
FAX 383-7704

森林整備課
096-333-2441

１０回 県担当へ 否

熊　本

元気の森かじか 美里町払川1675 0964-46-3993
FAX  46-2045

森林整備課
096-333-2441

美里町ＮＰＯホールディン
グ
0964-46-3993
FAX  46-2045

随時 施設へ直接 可 活動の２週間前
まで

無 ○指導料10,000
円(10人まで)
○追加指導料
5,000円(10人を
越える毎)

熊　本

木の葉猿窯元 玉東町木葉60 0968-85-2052
FAX　同上

森林整備課
096-333-2441

玉東町産業振興課
0968-85-3113

随時 施設へ直接 否 随時 体験料
1,500円/人
※詳細はお問い
合せください。

熊　本

植木三ノ岳の森公園 植木町岩野238-1 植木町産業振興課
096-272-1117
FAX 272-1119

森林整備課
096-333-2441

植木町産業振興課
096-272-1117
FAX 272-1119

随時 自治体へ 否

熊　本

奥矢谷渓谷「きらり」
(奥矢谷渓谷公園管理運営
組合)

山鹿市菊鹿町矢谷 0968-48-9595
FAX　同上

森林整備課
096-333-2441

山鹿市菊鹿支所
0968-48-3111

随時 施設へ直接 可 夏場の申込みは
３月１日から

11月～2月は申込
みがなければ月､
水､金が休み

熊　本

木馬館 山鹿市菊鹿町上内田 自然を愛する会
096-366-9441
096-366-9411

森林整備課
096-333-2441

山鹿市菊鹿支所
0968-48-3111

随時 施設へ直接 可 ３日前 年末年始

熊　本

清流館 山都町 0967-82-3311
FAX　同上

森林整備課
096-333-2441

山都町商工観光課
0967-72-7111

随時 施設へ直接 可

熊　本

青葉の瀬 山都町大字緑川青葉の
瀬

0967-82-3511
FAX　82-3515

森林整備課
096-333-2441

山都町商工観光課
0967-72-7111

随時 施設へ直接 可

熊　本

「愛林館」
(久木野地区振興会)

水俣市久木野1071 0966-69-0485
FAX　同上

森林整備課
096-333-2441

水俣市農林水産課
0966-63-1111

６回 施設へ直接 可 年末年始 単価1,500円 e-mail:
airinkan@giga.ocn.ne.jp

熊　本
五家荘自然塾 八代市泉町仁田尾25 0965-67-5530

FAX　同上
森林整備課
096-333-2441

八代市泉支所
0965-67-2730

５回 施設へ直接 可 １ヶ月前まで 12月下旬～２月末
日

熊　本

熊本県森林インストラク
ター会

熊本市水前寺6-18-1 0964-48-0740
FAX  48-0740

森林整備課
096-333-2441

５回 施設へ直接 否 １ヶ月前 特になし 自然観察、林業体験

熊　本

九州森林インストラクター
会

熊本市池亀町19-13 096-359-3008
FAX 359-3008

森林整備課
096-333-2441

週１回 施設へ直接 否 平成16年４月１
日以降

森の案内、自然観察、クラフ
ト等

熊　本

立神峡　里地公園 八代郡氷川町立神648-
4

0965-62-1543
FAX
0965-62-1546

森林整備課
096-333-2441

氷川町商工観光課
0965-62-2315

随時 施設へ直接 可 施設スタッフを要
請する場合：２ヶ
月～１週間前

12月30日～1月3日
施設スタッフを要請
する場合：7,8月を
除く毎週火曜日

自然観察会 http://www.tategamikyou.
com

熊　本

きくちふるさと水源交流館 菊池原1600 0968-27-0102
FAX  27-0107

森林整備課
096-333-2441

菊池市企画振興課企画
振興係
0968-25-7250

施設へ直接 可 農繁期を除く 農林業体験、加工体験、地
域散策

http://www.suigen.org/

熊　本

狸穴山荘
人吉・球磨自然保護協会

人吉市大町20 0966-22-3608
FAX  22-3608

森林整備課
096-333-2441

随時 施設へ直接 可 随時 冬期 家族で1,000円 自然教室、カヌー教室、ヤマ
メ釣り
キャンプ場設置

工事中

熊　本

熊本県グリーンレスキュー
隊

熊本市佐土原2-2-38 096-367-8438
FAX 367-8438

森林整備課
096-333-2441

４回 施設へ直接 なし 野外活動、間伐

熊　本

ＮＰＯ法人
緑のまちづくり交流協会

熊本市尾ノ上1-9-16 096-360-7119
FAX 360-7127

森林整備課
096-333-2441

３回 施設へ直接 可 夏編(7月～)
秋編(9月～)

竹細工、抜け穴探検、ソバう
ち

http://www.zaidan-
kensyu.jp/midori/

http://www.tategamikyou.com/top2.htm
http://www.tategamikyou.com/top2.htm
http://www.suigen.org/
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熊　本

ＮＰＯ法人
ヒューマン・ライフ・スクール

熊本市清水亀井町
16-11

096-344-7777
FAX 344-7799

森林整備課
096-333-2441

月１回
年12回

施設へ直接 否 自然体験プログラム http://www.hl-
school.org/

熊　本

立田山自然探検隊 熊本市出水６丁目
28-70-302　益田方

096-361-1219
FAX 361-1219

森林整備課
096-333-2441

年４回 施設へ直接 否 随時 自然観察活動

熊　本

古石交流館みどりの里 葦北郡芦北町古石391-
2

0966-86-1835
FAX  同上

森林整備課
096-333-2441

芦北町教育委員会生涯
学習係
0966-87-1171

随時 施設へ直接 可 通年 ・森林・山の手入れ(間伐、下
草刈りなど)
・各種体験活動(炭焼き、木
工、山村料理、そば打ち、う
どん打ち、石窯パン・ピザ焼
き体験、ハヤ釣り)
・当該施設は、廃校となった
小学校を改装の上、活用中

http://www.ashikita.com/
midorinosato/

熊　本

なみの高原やすらぎ交流
館

阿蘇市波野小地野663-
1

0967ｰ23-0555
FAX  23-0556

森林整備課
096-333-2441

阿蘇市総務部企画振興
課地域振興係
0967-22-3169

何回でも可 施設へ直接 可 周年 年末年始(12/28～
１／４）

3時間1,500円／
人（基本）
※詳細はお問い
合せください。

・枝打ち、間伐等の森づくり
活動
・森林の多様な役割に関す
る学習
・動植物などの自然観察
・木工、炭焼きなどのものづ
くりの体験
・森林と地域の生活や文化
の関わりについての学習等

http://www.aso-
yasuragi.com/

熊　本

グリーンスポーツみなまた
（水俣自然学校）

水俣市袋西の浦2884 0966-63-7811
FAX  同上

森林整備課
096-383-1111(内5623）

水俣市教育委員会生涯
学習課スポーツ振興室
0966-61-1647

随時 施設へ直接 可 1ヶ月前 12/28～1/4 ネイチャーゲーム、バードウ
オッチング、オイル缶炭焼体
験、ＭＴＢ体験、森と海のつ
ながりを感じるカヌー体験

熊　本

（財）学びやの里
木魂館（もっこんかん）

阿蘇郡小国町北里371-
1

0967-46-5560
FAX  46-5561

森林整備課
096-333-2441

小国町役場　産業課
0967-46-2112

事前予約
すればい
つでも

施設へ直接 可 通年 年末年始
(12/28～1/4)

有料（別途ホー
ムページ等に金
額等掲載）

http://www.manabiyanosa
to.or.jp/

熊　本

ＮＰＯ法人天草木場の杜自
然学校

天草郡苓北町都呂々
6118番地２

0969-36-0809
FAX  36-0860

森林整備課
096-333-2441

苓北町商工観光課
0969-35-1111

施設へ直接 可 随時 年末年始 有料（活動内容、
宿泊や食事の有
無により違いま
すので、詳細は
施設に問い合わ
せてください）

http://www18.ocn.ne.jp/~
npokoba/

熊　本

竜洞山みどりの村
（竜洞山みどりの村運営協
議会）

天草市新和町小宮地
11312

0969-46-2437
FAX  46-2437

森林整備課
096-333-2441

天草市新和支所産業建
設課
0969-46-2111

随時 施設へ直接 可 随時 随時 有料（活動内容
により、材料費・
保険料・宿泊費
等）

http://www.midorinomura.
com/

熊　本

さかもと八竜天文台 熊本県八代市坂本町
中谷は335-2

0965-45-3453
FAX  45-3453

森林整備課
096-383-1111(5623)

八代市生涯学習課（坂本
公民館）
0965-45-2228

数回 施設へ直接 可 ３ヶ月前から 下刈り作業等の森林づくり活
動
動植物などの自然観察

http://www.astro.city.yat
sushiro.kumamoto.jp/inde
x.htm

熊　本

（株）アソシエイツ 熊本県球磨郡
湯前町1588番地の7

0966-43-4126
FAX  43-4311

湯前町役場農林振興課
0966-43-4111

施設へ直接 可 随時 なし 自然環境学習、林業体験、
シイタケ駒打ち体験、カヌー
教室、キャンプ体験

http://www.y-
yurari.co.jp/

熊　本

ふれあいの森林 熊本市貢町小萩 096-245-3157
（森林学習館）

熊本市役所環境保全局
環境保全部緑保全課
096-328-2352

随時 施設へ直接 否 無料 森林とのふれあいを通じて、
緑化及び自然保護に対する
意識の高揚を図るための学
習・活動の場として利用でき
ます。
森林・林業に対し、より理解
を深める場として熊本市森
林学習館があります。館内
には森林、林業に関する資
料を展示しています。

http://www.city.kumamot
o.kumamoto.jp/mizu_midor
i/contents03.htm

熊　本

吉無田高原「緑の村 熊本県上益城郡御船町
田代8405-24

電話096-285-2210 御船町役場経済振興課
商工観光係　　連絡先（
096  ）282－1607

自治体へ 可

http://www.hl-school.org/
http://www.hl-school.org/
http://www.ashikita.com/midorinosato/
http://www.ashikita.com/midorinosato/
http://www.aso-yasuragi.com/
http://www.aso-yasuragi.com/
http://www.manabiyanosato.or.jp/
http://www.manabiyanosato.or.jp/
http://www18.ocn.ne.jp/~npokoba/
http://www18.ocn.ne.jp/~npokoba/
http://www.midorinomura.com/
http://www.midorinomura.com/
http://www.astro.city.yatsushiro.kumamoto.jp/index.htm
http://www.astro.city.yatsushiro.kumamoto.jp/index.htm
http://www.astro.city.yatsushiro.kumamoto.jp/index.htm
http://www.y-yurari.co.jp/
http://www.y-yurari.co.jp/
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/mizu_midori/contents03.htm
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/mizu_midori/contents03.htm
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/mizu_midori/contents03.htm


都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

大　分

大分県県民の森 大分市大字廻栖野 097-588-0656
FAX 588-0675

農林水産部森林整備室
097-506-3885

月1回
(第2日曜
日)

施設へ直接 否 随時 年末年始

大　分

伐株山憩いの森 玖珠郡玖珠町大字山田
字万年山3351

09737-2-6426 農林水産部森との共生推
進室
097-536-1111(内3872)

玖珠町農林業振興課
農林土木係
0973-72-7164

月１回程度 施設へ直接 可 随時 年末年始
(応談)

有料（詳細は施
設担当にお尋ね
ください）

宿泊可能日　1年中

大　分

祖母山麓体験交流施設
「あ祖母学舎」
（あそぼうがくしゃ）

竹田市大字神原13 0974-67-2121
FAX  67-2181

竹田市教育委員会社会
教育課（生涯学習課）
0974-63-4817

自治体へ 可 随時
受付時間
午前8:30～午後
5:00

毎週水曜日・年末
年始

ＨＰで要確認 ◇チェックイン15:00～
◇チェックアウト10:00

http://www.city.taketa.oit
a.jp/asobogakusya/

大　分

森林公園「憩の森」 佐伯市直川大字赤木
1262

0972-58-2517 佐伯市直川振興局地域
振興・教育課
0972-58-2111

月１回程度 施設へ直接 可 随時 木曜日
年末年始

入山料：300円 木工体験　炭焼き体験
体験公園　亀の甲なおかわ

http://www.city.taketa.oita.jp/asobogakusya/
http://www.city.taketa.oita.jp/asobogakusya/


都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

宮　崎

宮崎県ひなもり台県民ふれ
あいの森

小林市大字細野字山中
之前5739-14

(社)林業協会
0984-23-6046

環境森林部森林整備課
県営林担当
0985-26-7160

応談 施設へ直接 可

随時
火曜日、12月29日
～1月3日

http://www.hinamori.jp/

宮　崎

宮崎県諸県県有林共に学
ぶ森

宮崎市高岡町紙屋字赤
木9-1

(社)林業協会
0984-23-6046

環境森林部森林整備課
県営林担当
0985-26-7160

応談 施設へ直接 否 随時

12月29日～1月3日

http://www.m-forest-
a.or.jp/manabu/

宮　崎

宮崎県林業技術センター
「森の科学館」

美郷町西郷区田代
1561-1

(社)林業協会
0984-23-6046

環境森林部林業技術セン
ター管理研修課
0982-66-2888

２０回 施設へ直接 可 随時

12月29日～1月3日

http://www.m-forest-
a.or.jp/

宮　崎

宮崎県川南遊学の森 児湯郡川南町大字川南
字村上26,689番地

(社)宮崎県緑化推進機構
0985-31-7759

環境森林部自然環境課
豊かな森林づくり担当
0985-26-7159

１２回 施設へ直接 否 主催イベントは
10日前まで

無料 施設への直通電話は無く、
申し込みは指定管理者への
連絡となる。
イベント以外の散策等は、い
つでも利用可能。

http://www.miyazaki-
midori.org/

http://www.hinamori.jp/
http://www.m-forest-a.or.jp/manabu/
http://www.m-forest-a.or.jp/manabu/
http://www.m-forest-a.or.jp/
http://www.m-forest-a.or.jp/
http://www.miyazaki-midori.org/
http://www.miyazaki-midori.org/


都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

鹿児島

鹿児島県県民の森 姶良市北山3464-119 県民の森管理事務所
0995-68-0557
FAX  68-0174

環境林務部森づくり推進
課緑化保護係
099-286-3394
FAX 286-5611

なし 随時 施設へ直接 可 随時 水曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年
始、7～9月は無休

各施設毎にホー
ムページに掲載

http://www.kkmori.jp/

鹿児島

鹿児島県照葉樹の森 肝属郡錦江町田代麓久
木野5166-647

照葉樹の森管理事務所
080-6417-6518

環境林務部森づくり推進
課緑化保護係
099-286-3394
FAX 286-5611

なし 随時 施設へ直接 可（ただし，
キャンプの
み）

随時 12月29日～31日ま
で

無料 http://www.omega.ne.jp/s
houyouju/

鹿児島

さえずりの森
（姶良市公共施設）

姶良市加治木町西別府
3490

0995-62-6666
FAX  62-6666

環境林務部森づくり推進
課緑化保護係
099-286-3394
FAX 286-5611

姶良市 農林水産部 林務
水産課 林務水産係
0995-52-1211
（内線）231

特に制限な
し

施設へ直接 可 随時 毎週月曜日（7,8月
は毎日営業）

各施設毎にホー
ムページに掲載

http://www.saezurinomori
.sakura.ne.jp/

http://www.kkmori.jp/
http://www.omega.ne.jp/shouyouju/
http://www.omega.ne.jp/shouyouju/
http://www.saezurinomori.sakura.ne.jp/
http://www.saezurinomori.sakura.ne.jp/


都道府県名
施設名

(機関・団体名）
所在地 施設連絡先 都道府県担当 市町村担当

年間開催
可能回数

申込み方法 宿泊の可否 申し込み期日 受入不可の日 料金 備　考 ホームぺージアドレス等

森の子くらぶ活動推進プロジェクトの受入が可能な施設（平成２３年度実績）

沖　縄

やんばる学びの森 国頭村字安波1301-7 0980-41-7979
FAX  41-7980

農林水産部森林緑地課
資源活用班
098-866-2295

国頭村役場企画商工観
光課観光係
0980-41-2101

365日/回 施設へ直接 可 周年可 特になし プログラム内容、
参加人数による
※詳細はホーム
ページ参照

自然体験、自然観察、環境
教育、カヌー体験、森・川遊
び、キャンプ体験、木工教
室、森林セラピー、その他

http://atabii.jp/

沖　縄

沖縄県県民の森 恩納村字安富祖2028 098-967-8092
FAX 967-8094

農林水産部森林緑地課
資源活用班
098-866-2295

施設へ直接 可 周年可 月曜日（休園日） プログラム内容、
参加人数により
調整

自然観察、炭焼き体験、木
工教室、その他

http://www.pref.okinawa.j
p/linmu/site/kenminnomo
ri/

沖　縄

国頭村森林公園 国頭村字辺土名1094-1 0980-50-1022
FAX  50-1022

農林水産部森林緑地課
資源活用班
098-866-2295

国頭村役場経済課林務
水産係
0980-41-2122

365日/回 施設へ直接 可 周年可 特になし プログラム内容、
参加人数により
調整

自然観察、環境教育、炭焼
き体験、天体観察、森林セラ
ピー、その他

http://www.kunigami-
forest-park.org/

http://atabii.jp/
http://www.pref.okinawa.jp/linmu/site/kenminnomori/
http://www.pref.okinawa.jp/linmu/site/kenminnomori/
http://www.pref.okinawa.jp/linmu/site/kenminnomori/
http://www.kunigami-forest-park.org/
http://www.kunigami-forest-park.org/

