
別紙

平成１６年度「木の日」を中心とした行事

Ⅰ　１０月に実施される行事（１０月を期間に含むものも掲載）

都道府県 期間 行事名
開催地及び
会場名

主催等 問合先（ＴＥＬ）

北海道 10月8日
道民との協働による「地材地消」促
進イベント（仮称）

旭川市 北海道上川支庁
上川支庁林務課林産係
0166-45-5111　内線2521

北海道 10月3日
どうなんスギと住まいを結ぶ見学ツ
アー

上磯町総合文化センター「かな
でーる」ほか

北海道渡島支庁ほか
渡島支庁林務課林産係
0138-47-9000　内線2521

北海道 10月下旬
公開プラザ「オホーツクの林業・林
産業」

紋別市市民会館多目的ホールほ
か

北海道網走西部森づくりセン
ターほか

網走西部森づくりセンター普及課普
及推進係
01588-2-2158

北海道 10月7・8日 「木の日」パネル展（仮称）
北海道庁道民ホール（札幌市中
央区）

北海道
水産林務部木材振興課
011-231-4111内線28-480

北海道 10月16日 「木になる森」のバスツアー ほべつ道民の森外 北海道
水産林務部木材振興課
011-231-4111内線28-480

北海道 10月13日
「地材地消による住いづくり」セミ
ナー

美幌町民会館外 北海道網走支庁ほか
網走支庁林務課
0152-44-7171　内線2523

青森県 10月1・2日 森林のめぐみ展
平内町
青森県農林総合研究センター林
業試験場

青森県農林総合研究セン
ター林業試験場

017-755-3257

青森県 10月17日 青森県育樹祭 鶴田町
青森県育樹祭実行委員会
（青森県林政課）

017-734-9517

青森県 10月30・31日
木と暮らしのふれあい展
（青森県農林水産祭）

青森市
青森県木材利用推進協議会
（青森県木材協同組合）

017-739-8761

青森県 10月3日 親子林業体験及び木工教室 青森市合子沢記念公園 青森市 017-734-5420

岩手県 9月～10月 産業祭り
二戸市、一戸町、軽米町、浄法
寺町、九戸村

二戸市、一戸町、軽米町、浄
法寺町　九戸村

二戸地方振興局
0195(23)9204

岩手県 10月22～24日 釜石まるごと味覚フェスティバル 釜石駅前広場
味覚フェスティバル実行委員
会

釜石市商業観光課
0193(22)2111

岩手県 10月9・10日 おおつち産業まつり 大槌町海作り大会会場跡地
おおつち産業まつり実行委員
会

大槌町
代表0193(42)2111

岩手県 10月10日 親子木工教室 産直センター「あぐり夢くちない」

北上地方振興局、あぐり夢く
ちない
北上川中流流域森林・林業
活性化北上地区協議会

北上地方振興局
0197(65)2733

岩手県 10月2日 一関地方住宅祭 一関市総合体育館「ユードーム」 一関地方住宅祭実行委員会
(社)岩手県建築士会一関支部
0191(46)3022

岩手県 10月2日 ウッドウェアinもりおか 盛岡市中津川原 盛岡地方振興局 (同左）019(651)3111
岩手県 10月3日 親子木工教室 花巻市イトーヨーカドー東口 花巻地方振興局 (同左）0198(22)4931
岩手県 10月4～8日 「木の日」PR週間 宮古地区合同庁舎 宮古地方振興局 (同左）0193(64)2215

岩手県 10月8日前後
管内小学校を対象とした森林に関
する啓蒙活動

大船渡地方振興局管内の小学
校

気仙地方林業振興協議会
大船渡地方振興局

大船渡地方振興局
0192(27）9914

岩手県 10月上旬 森林ふれあい教室 宮古市重茂十二神 宮古市 (同左）0193(62)2111

岩手県 10月16・17日
木の日「木木（もくもく）キャンペー
ン」

久慈市文化会館 久慈地方振興局 (同左）0194(53)4984

岩手県 10月16・17日 水沢市産業まつり 水沢公園 水沢産業まつり実行委員会
水沢市
代表　0197(24)2111

岩手県 10月中旬 住まい☆フェスティバルHOT-Ⅰ 花巻市体育館 花巻地方振興局 (同左）0198(22)4931

岩手県 10月22～24日 森林のくに遠野まつり 遠野市運動公園
「森林のくに遠野」まつり実行
委員会

遠野市
0198(62)0631

岩手県 10月23・24日 ふれあい木工教室 宮古市民総合体育館
宮古地方木材利用推進協議
会

宮古地方振興局
0193(64)2215

岩手県 10月30日 グリーンフェスタin東磐井 千厩町飛ヶ森森林公園 千厩地方振興局 (同左）0191(52)4931

宮城県 10月8日 木工教室 東和町林林館
宮城県迫地方振興事務所
東和町

0220-22-6125
宮城県迫地方振興事務所

宮城県 10月7・8日
みやぎ版住宅関連
秋の住宅部材展示会

㈱仙台木材市場構内 ㈱仙台木材市場
022-232-1102
㈱仙台木材市場

宮城県 10月8～10日
みやぎ木の家
展示館オープン

宮城木材文化ホール 宮城木材文化ホール
022-239-2662
宮城木材文化ホール

宮城県 10月中～下旬 おおさき森林フェア 未定
宮城北部流域林業活性化セ
ンター大崎支部

0229-72-1412
大崎森林組合

秋田県 10月13・14日 木工教室 能代市木の学校
能代市技術開発センター・木
の学校

能代市木材振興課
TEL　0185-52-5249

秋田県 10月20～23日 第48回全国銘木展示大会 能代市・秋田県銘木センター 全国銘木連合会
秋田県銘木センター
TEL　0185-54-1541

秋田県 10月23・24日 のしろ産業フェア 能代市総合体育館 のしろ産業フェア実行委員会
能代市商工港湾課
TEL　0185-89-2187

秋田県 10月23日 秋田市・建都４００年記念植樹祭 秋田市浜田 秋田市 秋田市林務課（三浦）

秋田県 10月24日
秋田市・農林商工フェア（スギ間伐
材プレゼント）

秋田市立体育館 秋田市 秋田市林務課（三浦）

秋田県 10月下旬
第２回子どもたちがつくる海岸林ふ
れあい体験

秋田市下浜
秋田森の会、県、林業コンサ
ルタント共催

県秋田地域振興局農林部森づくり推
進課（櫻田）
TEL　018-860-3381

秋田県 10月16・17日 十文字町町民産業文化祭 十文字町文化センター 十文字町
十文字町農政課
TEL　0182-42-5120

秋田県 10月7日 森の学校 雄勝郡東成瀬村
西栗駒・森林とのふれあい推
進協議会

県雄勝地域振興局農林部
森づくり推進課
TEL　0187-73-5111

秋田県 10月16日 森林ボランティア　体験 雄勝郡羽後町 県雄勝地域振興局
県雄勝地域振興局農林部
森づくり推進課
TEL　0187-73-5111

秋田県 10月30日
森林インストラクターと歩こうin紅葉
の森

河辺郡河辺町
「プラザクリプトン」

秋田県森林インストラクター
会

プラザクリプトン
TEL　018－882-5009

山形県 10月9日 第51回山形県林材業年次大会 山形国際交流プラザ 山形県森林協会
山形県森林協会
023-631-6588

山形県 10月9・10日 第14回山形県林業まつり 山形国際交流プラザ
第14回林業まつり実行委員
会

山形県木材産業協同組合
023-633-1536

山形県 10月25日
秋期優良原木展示会・葉付き乾燥
材フェア

天童木材流通加工センター 山形県森林組合連合会
山形県森林組合連合会
023-688-8100



山形県 10月16・17日 ウッドフェスティバル２００４ 小真木原運動公園
山形県
鶴岡市

山形県庄内総合支庁
0235-66-2111

福島県 6月～10月 木工教室 県内一円（６会場） 福島県木材青壮年協会
024-523-3307（福島県木材青壮年協
会）

福島県 10月18日
第７回福島県森林組合連合会良質
材展示会

いわき木材流通センター（いわき
市）

福島県森林組合連合会
024-523-0255（福島県森林組合連合
会）

福島県 10月8日 第２回ふくしま木づかいセミナー ビックパレットふくしま（郡山市） 福島県
024-521-7433（福島県農林水産部県
産材特産グループ）

福島県 10月30･31日 ふくしま木材フェア 福島県林業研究センター 福島県 　　　　　　　　〃

福島県 10月30･31日 第２９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（福島県農林水産部担
い手緑化グループ）

福島県
9月15日～10月31
日

第２９回福島県児童・生徒木工工
作コンクール

いわき市観光物産センター（いわ
き市）外２会場

福島県木材青壮年協会
024-523-3307（福島県木材青壮年協
会）

福島県 10月21日 第４３回福島県優良木材展示会 平木材市場（いわき市）
(株)平木材市場、福島県木材
協同組合連合会

0246-26-1281（(株)平木材市場）

福島県 10月28日
第２１回福島県優良素材銘木展示
会

福島県中央木材市場（郡山市）
福島県郡山地区木材製材協
同組合、福島県木材協同組
合連合会

024-965-1270（福島県郡山地区木材
製材協同組合、福島県中央木材市
場）

茨城県
10月23・24日
11月1・3･8日

平成１６年度親と子の木工教室 水戸市，那珂町，常陸太田市 茨城県木材協同組合連合会
０２９－２２７－３３５６（茨城県木材協
同組合連合会）

茨城県 10月18日 優良木材コンクール （株）ミトモク
茨城県木材協同組合連合会
等

〃

茨城県 10月17日
平成１６年度「建設フェスタ’２００
４」

常陸那珂港（ひたちなか市）
（社）茨城県建設業協会
茨城県木材協同組合連合会
外

〃

栃木県
9月28日～10月3
日

児童・生徒木工工作コンクール栃
木県大会

栃木県こども総合科学館（宇都
宮市）

栃木県、栃木県木材業協同
組合連合会

０２８－６５２－３６８８　栃木県木材業
協同組合連合会

栃木県 10月11日
もくもくまつり２００４（とちぎ木の県
推進大会併催）

ろまんちっく村（宇都宮市）
栃木県木材フェスティバル実
行委員会

〃

栃木県 10月15～17日 木造住宅相談会 マロニエプラザ（宇都宮市） 栃木県木材需要拡大協議会 〃

群馬県
7月25日～10月24
日

親と子の木工広場 県内一円（11ヵ所） 各地域の木材組合等
027-266-8220（社）群馬県木材組合
連合会

埼玉県 10月31日 彩の国木とのふれあい祭り
㈱東京木材相互市場吹上市場
内

（社）埼玉県木材協会
０４８－５４８－６１１１
（東京木材相互市場吹上市場）

東京都 10月2・3日 「木と暮らしのふれあい展」
都立木場公園
（江東区木場）

東京都
（社）東京都木材団体連合会

東京都産業労働局農林水産部森林
課森林産業係
03-5320-4858

東京都

新木場
10月6・7日
新東京
10月21・22日

全国優良木材展示会

東京都木材市場（株）
（江東区新木場）
新東京木材商業（協）
（豊島区千早）

（社）東京都木材団体連合会
（社）東京都木材団体連合会
03-3630-9778

神奈川県
10月9日（予備日
10月16日）

森林づくり体験講座D 松田町寄（やどりき水源林） （社）かながわ森林づくり公社 0465-85-1900

神奈川県
10月24日（予備日
10月31日）

県民参加の森林づくり 秦野市南が丘（立野緑地） （社）かながわ森林づくり公社 0465-85-1900

神奈川県
9月19日、10月3･
17･31日

森の教室 県立21世紀の森 県立21世紀の森 0465-72-0404

神奈川県 10月9～17日 彫刻の森展示会
箱根彫刻の森美術館職人の森・
箱根彫刻の森美術館

神奈川県建具協同組合 0466-87-8655

神奈川県 10月22～24日 小田原・箱根　木製品フェア２００４
小田原市総合文化体育館（小田
原アリーナ）

小田原・箱根木製品フェア２０
０４実行委員会

0465-32-5252社団法人　箱根物産
連合会内

神奈川県 4月～11月
親子で訪ねる「神奈川の家」のふる
さと

県内一円
神奈川県木材業協同組合連
合会

045-261-3731

神奈川県 7月～11月 児童生徒木工工作コンクール 県内一円
神奈川県木材業協同組合連
合会

045-261-3731

新潟県 10月6日 第24回東蒲原地方植樹祭
東蒲原郡津川町
「芦沢高原ハーバルパーク」

第24回東蒲原地方植樹祭実
行委員会

02549-2-3111
(津川町産業課)

新潟県 10月9日 ふるさとの森づくり大会 東蒲原郡三川村内
ふるさとの森づくり大会実行
委員会など

02549-2-0958  (新潟県
津川地区振興事務所)

新潟県 10月9日 第32回新潟地方植樹祭 岩室村間瀬 新潟地方植樹祭実行委員会
0256-82-5720
(岩室村産業観光課)

新潟県 10月9～10日
長岡デザインフェア２００３
〔わんぱくけんちく工作まつり〕

長岡市
長岡造形大学

長岡デザインフェア２００３実
行委員会

0258-32-1227
(長岡市建設各職連合会)

新潟県 10月10日
「森遊び講座」
森の恵み感謝祭

南魚沼郡湯沢町大字土樽3064-
17
　大源太キャニオンキャンプ場

(財)湯沢町都市施設公社 025-784-1511

新潟県 10月10日 きのこ狩りと鑑定の集い
北魚沼郡守門村
福山森林体験の家とその周辺

守門村
025-797-2366
(福山森林体験の家)

新潟県 10月31日 村制５０周年記念植樹祭 中里村大字田沢　東田沢地内 中里村
0257-63-3111
(中里村役場農林課)

富山県
9月上旬～10月上
旬

2004とやまチビッ子とんかち大将コ
ンクール

ウッドリーム富山
富山県
富山県木材協同組合連合会

0766-56-1570（ウッドリーム富山)
076-444-3388（富山県森林政策課)

富山県 10月～11月 第８回とやま木造住宅設計コンペ ウッドリーム富山
富山県
富山県木材組合連合会

076-432-6841(新村木材店)
076-444-3389（富山県森林政策課)

富山県 10月16日 健康と元気もり森in吉峰 立山グリーンパーク吉峰
富山県
富山県木材組合連合会

076-444-3390（富山県森林政策課)

富山県 7月～12月 とやま木造住宅コンクール 県内一円 富山県 076-444-3391（富山県森林政策課)

石川県
9月下旬～10月中
旬

「森林・木・家」実感ツアー
県内の木材生産地、木材加工
場、県産材住宅

石川県木材利用推進協議会
076-238-7198（石川県森林組合連合
会）

石川県 10月初旬
第25回石川県優良県産材品評会
表彰式

石川県森林組合連合会金沢木
材共販所（金沢市）

石川県森林組合連合会
076-238-7198（石川県森林組合連合
会）

石川県 10月3日 第19回金沢市百万石山まつり
キゴ山ふれあいの里広場（金沢
市）

金沢市百万石山まつり実行
委員会

076-229-1131（金沢市森林組合）

石川県 10月9日 第１０回県民森づくり大会 白峰村 （財）石川県緑化推進委員会 076-240-7075

石川県 10月中旬 かが森林組合デー
かが森林組合那谷工場（小松
市）

かが森林組合 0761-46-1341（かが森林組合）

石川県 10月中旬 第10回キノコ祭り 柳田村植物公園 柳田村 0768-76-1698(柳田村農林課)

石川県 10月16～17日 第26回石川の農林漁業まつり 石川県産業展示館（金沢市）
石川の農林漁業まつり実行
委員会

076-225-1643（石川県森林管理課）

石川県 10月16日
県産材を活用した木造施設事例コ
ンクール表彰式

石川県産業展示館（金沢市） 石川県産材振興協議会
076-238-7199（石川県森林組合連合
会）



石川県 10月19日 石川県山林大会
のとふれあい文化センター（穴水
町）

石川県山林協会 076-240-7950（石川県山林協会）

石川県 10月下旬 のと森林組合デー のと森林組合本所（穴水町） のと森林組合 0768-52-0316(のと森林組合)
石川県 10月22・23日 森林組合デー 能都町役場 のと森林組合柳田・能都支所 0768-62-0231
石川県 10月23・24日 羽咋林業フェア 羽咋森林組合（羽咋市） 羽咋林業振興協議会 0767-22-8891（羽咋森林組合）

石川県 10月24日 わじま農林漁業まつり マリンタウン（輪島市）
わじま農林漁業まつり実行委
員会

0768-23-1141(輪島市農林水産課)

石川県 10月30日 ふるさとの森づくり植樹祭 加賀市橋立町地内 加賀市、石川森林管理署 0761-72-7885(加賀市環境安全課)

石川県 10月30・31日 珠洲市産業まつり 珠洲市県民体育館
珠洲市産業まつり開催委員
会

0768-82-7776（珠洲市商工観光課）

福井県 10月3日
グリーンフェアー２００4“木と花と緑
の祭典 ”

福井県総合グリーンセンター坂
井郡丸岡町楽間15

福井県
(0776)67-0002福井県総合グリーンセ
ンター

福井県 10月24・25日
第６回「ふくい県の森」優良材まつ
り

福井県森林組合連合会福井市
江端町20-1

ふくい県の森優良材まつり実
行委員会

(0776)35-5663事務局福井県木材組
合連合会

山梨県 7月1日～11月1日 甲斐の家アイデア募集 全県 山梨県
055-223-1653
（県林業振興課）

山梨県 10月8日 山梨県林業まつり式典 恩賜林記念館（甲府市）
山梨県林業まつり実行委員
会

055-223-1648
（県林業振興課）

山梨県 10月8日 街頭PR活動 甲府駅外５会場
山梨県、山梨県木材需要拡
大推進協議会

055-223-1653
（県林業振興課）

山梨県 10月16・17日 山梨県森林のフェスティバル 小瀬スポーツ公園（甲府市）
山梨県森林フェスティバル実
行委員会

055-223-1648
（県林業振興課）

山梨県 10月16・17日 親子ふれあい木工教室 小瀬スポーツ公園（甲府市）
山梨県、山梨県木材製品流
通センター協同組合

055-280-3388
（木の国サイト情報館）

長野県 10月9～15日
木の日に伴う、長野県・児童生徒
木工工作コンクールの優秀作品の
展示会

長野県庁ロビー 長野県
信州の木利用推進課　　加藤
026-235-7266　内線3284

岐阜県 10月4日
第２０回下呂市児童・生徒木工工
作コンクール

下呂市萩原町 益田木材青壮年会
飛騨ﾌｫﾚｽﾄ㈱
０５７６－５２－４４６０

岐阜県 10月上旬
「木の日」木材利用拡大に関する
要望活動

岐阜県庁他 岐阜県木材利用推進協議会 ０５８－２７１－９９４１

岐阜県 10月16日
第５７回全国植樹祭開催記念　み
どりの祭典下呂大会

下呂市萩原町四美
下呂市、岐阜県緑化推進委
員会下呂支部　他

下呂市農林振興課
０５７６－５２－２０００

岐阜県 10月16日 第９回岐阜県育林のつどい 下呂市萩原町四美
岐阜県、下呂市、岐阜県緑化
推進委員会　他

岐阜県庁未来の森づくり推進室

岐阜県 10月中旬 木材PR活動 名古屋金山総合駅連絡通路
木曽川流域森林・林業活性
化センター

東濃地域恵那農林商工事務所

岐阜県 10月中旬 森林認証制度セミナー 岐阜市内（　詳細は未定　） 岐阜県 岐阜県庁森林計画課

岐阜県 10月23・24日 森と木とのふれあいフェア 岐阜県庁前
岐阜県林材振興大会実行委
員会

岐阜県庁林業振興室

静岡県 10月22～24日 しずおか環境・森林フェア ツインメッセ静岡（静岡市）
しずおか環境・森林フェア実
行委員会

静岡県環境森林部地球環境室
 054-221-3664

静岡県 10月8～11日 ２００４住まい博・静岡県住宅展 ツインメッセ静岡（静岡市）
静岡県住宅振興協議会  静
岡新聞 SBS静岡放送

静岡県住宅振興協議会
054-221-3084

静岡県 10月19～24日
第２９回児童・生徒木工工作コン
クール

プラザ「おおるり」（島田市）
静岡県木材青壮年団体連合
会

静岡県木材青壮年団体連合会
054-252-3168

愛知県
10月1・4・6・12・
13・14日のいずれ
か二日間を予定

小学生林業体験学習 愛知県設楽町内の山林 設楽町 設楽町産業振興課

三重県 10月9日
顔の見える三重の家づくり支援ツ
アー

伊賀地域
顔の見える三重の家づくり支
援協議会

三重県木材協同組合連合会
059－228-4715

三重県 10月～11月
第22回三重県児童・生徒木工作品
コンクール

県庁県民ホール　外
三重県木材協同組合連合会
三重県木材青壮年団体連絡
協議会

三重県木材協同組合連合会
059－228-4715

三重県 10月2日 伊賀の森づくりフェスタ
青山町マルタピア
奥山愛宕神社周辺

伊賀流域林業活性化協議会 0595-24-8142

三重県 10月16日 「きのこの森」観察会
熊野市五郷町湯ノ谷
「かやの木館」

熊野市五郷町湯ノ谷
　　「かやの木会」

０５９７－８３－０１２２

三重県 10月10日 森と木とのふれあいフェア 三重県総合文化センター 三重県
三重県環境森林部林業経営室
059－224－2563

三重県 10月23～25日 きのこ三昧inみえ
宮川村
  奥伊勢フォレストピア

三重県　ほか
三重県環境森林部林業経営室
059－224－2565

滋賀県 10月1～3日 木と暮らすフェア２００４
滋賀県坂田郡伊吹町
ジョイいぶき

滋賀県・滋賀県木材協会・滋
賀県建築士会

滋賀県林務緑政課
０７７－５２８－３９１５

京都府
9月27日～10月13
日

木の日の展示 府庁展示ロビー（予定） 京都府他 ０７５－４１４－５０１４（府林務課）

大阪府 10月30･31日 木材団地まつり
メッセ美原（南河内郡美原町木材
通１－１０－１）

大阪木材工場団地協同組合
大阪木材工場団地協同組合
０７２－３６１－２６７０

兵庫県 10月17日 第１９回ひょうご木材フェア
市営地下鉄西神中央駅プレン
ティ広場　　　　　アトリウムコート
（神戸市）

兵庫県木材業協同組合連合
会

０７８（３７１）０６０７
兵庫県木材業協同組合連合会

兵庫県 10月9日 神戸グリーンフェスタ
神戸総合運動公園ほか（神戸
市）

神戸市（一部兵庫県木材青
年クラブ）

０７８（３３１）８１８１
神戸市役所

兵庫県 10月30・31日 ふれあいフェスティバル2004 明石公園（明石市）
ふれあいの祭典実行委員会
（県木連出展）

０７８（３４１）７７１１
実行委員会事務局

兵庫県
9月18日～10月3
日

第１７回丹波の森ウッドクラフト展
兵庫県立丹波年輪の里（柏原
町）

丹波の森ウッドクラフト展実行
委員会

０７９５（７３）０７２５
総務課

奈良県
5月22日～10月28
日

奈良県
林材まつり

高取町、大和郡山市、
桜井市、吉野町、川上村他

奈良県森林組合連合会奈良
県木材協同組合連合会

0742-26-0541奈良県森林組合連合
会0744-22-6821奈良県木材協同組
合連合会

和歌山県 10月17日 親子木工教室 和歌山市四季の郷 四季の郷 和歌山市四季の郷
和歌山県 10月30・31日 野上町農林商工まつり 野上町役場 野上町 野上町産業経済課

和歌山県 10月10・11日 秋どまんなか・秋まつり 和歌山県植物公園緑花センター
和歌山県植物公園緑花セン
ター

0736-62-4029

和歌山県 10月10・11日 木 工 教 室 和歌山県植物公園緑花センター 那賀木材協同組合 宮本木材℡0736(62)1141

和歌山県 10月10日 歩行者天国 ＪＲ高野口駅前大通り 高野口町
高野口町総務課地域振興課
0736-42-3311(代)

和歌山県 10月上旬 木の日の木工教室 田辺市内の保育所
紀南流域林業活性化セン
ター

0739(26)7911



和歌山県 10月21・22日
第47回建築士会全国大会和歌山
大会

和歌山ビックホエール
和歌山ビック愛　　　　　　　（和歌
山市手平）

（社）日本建築士会連合会
和歌山県庁 林業振興課
073(432)4111（代）

鳥取県 10月31日 森林のめぐみ感謝祭 ふるさと健康村（三朝町）
森林のめぐみ感謝祭実行委
員会

0857-26-7335

島根県 10月18・19日 親子木工教室 出雲市「出雲科学館」
（社）島根県木材協会出雲支
部

岡山県 10月4日 顔の見える家づくり講習会 岡山市サンピーチOKAYAMA
○（財）日本住宅・木材技術セ
ンター　○快適「木の家」岡山
供給センター

快適「木の家」岡山供給センター
事務局　岡山県岡山市錦町１番８号
（０８６）２３１－６６７７

広島県 10月上旬 森のめぐみと技術展
広島県立林業技術センター及び
広島県森林環境づくり支援セン
ター（三次市十日市町）

広島県

0824-63-7101
広島県立林業技術センター
0824-65-6091
広島県森林環境づくり支援センター

広島県 10月15日 優良木材展示会記念市
広島県森林組合連合会三原久
井共販所
（御調郡久井町）

広島県森林組合連合会，
賀茂木材連絡協議会

０８２-２２８-５１１１
広島県森林組合連合会

広島県 10月17日 平成１６年度広島県植樹祭
龍王山憩いの森公園（三良坂
町）

広島県，東広島市，
（社）広島県みどり推進機構

０８２－５１３－３６９４
県森林保全室

広島県 10月20日 国産材振興記念市
広島県森林組合連合会三次共
販所
（三次市西酒屋町）

広島県森林組合連合会，
三次木材同友会

０８２-２２８-５１１１
広島県森林組合連合会

広島県 10月22日
全国優良木材展示会
（素材）

㈱福山中央木材市場
（深安郡神辺町）

（社）広島県木材組合連合会
０８２-２５３-１４３３
（社）広島県木材組合連合会

広島県 10月29日
全国優良木材展示会
（製品）

㈱岡山木材相互市場福山営業
所
（深安郡神辺町）

（社）広島県木材組合連合会
０８２-２５３-１４３３
（社）広島県木材組合連合会

山口県 10月16・17日
ハウスポ山口２００４やまぐち住宅
フェアー

山口県立きららスポーツ交流公
園内多目的ドーム

山口県ゆとりある住生活推進
協議会

山口県ゆとりある住生活推進協議会
　083-921-8722

山口県 10月16・17日 きらら物産フェアー
山口県立きららスポーツ交流公
園内多目的ドーム

山口県、県農林関係団体
山口県農業協同組合中央会
083-973-2225

山口県 7月～12月 やまぐち木の家住宅見学会 県内一円 （社）山口県木材協会 同左 083-922-0157

山口県

10月中旬～3月末
までの第2、第4土
曜日（週の変更有
り）

木工教室
山口森林ふれあいセンター
山口市大字大内長野1978

山口市
山口市中央森林組合
山口市大字大内長野1978
083-941-0041

徳島県 10月2・3日
第１７回とくしまWOODわくわく祭
山と木と緑のフェア２００４

徳島市藍場浜公園
徳島県森林・林業・木材産業
振興大会実行委員会
徳島県木材需要促進協議会

（社）とくしまみどりの会
088-652-5406
徳島県林業振興課
088-621-2448

香川県 10月16・17日 2004ウッディフェスティバル サンメッセ香川（高松市）
香川県木材需要拡大協議
会・2004ウッディフェスティバ
ル実行委員会

087－881－9343（実行委員会事務
局）

香川県 10月16・17日 県産材利用製品コンクール サンメッセ香川（高松市）
香川県・香川県木材需要拡
大協議会・2004ウッディフェス
ティバル実行委員会

087－832－3461（県みどり整備課）

愛媛県 10月16・17日 久万林業まつり 久万公園（久万町）ほか
久万町、久万林業まつり実行
委員会

久万町役場総務課
0892-21-1111

愛媛県 10月9日 森林とくらす技と知恵　伝承の集い 松山市市民会館
愛媛県林業研究グループ連
絡協議会

愛媛県庁林業政策課
089-912-2591

高知県 10月9～11日
２００４年木と緑のフェアーと都市緑
化祭

高知市中央公園
２００４年木と緑のフェアーと
都市緑化祭実行委員会

県木の文化推進室
０８８－８２１－４５８６

福岡県 10月10・11日
ウッドフェスタ2004
福岡

福岡市中央区小笹５丁目１－１
福岡市植物園

福岡県
（社）福岡県木材組合連合会

092-643-3537
092-262-0651

福岡県 9月～10月 児童生徒木工工作コンクール 県下５地区 （社）福岡県木材組合連合会 092-262-0652

福岡県 10月 森んこフェア
福岡市早良区脇山
ＪＡ福岡市脇山支店

福岡流域森林林業活性化セ
ンター
福岡地方住宅資材協同組合
福岡市森林組合ほか

092-571-2671

熊本県 10月7日
県産材需要拡大県民運動推進大
会

熊本市「県立劇場」
熊本県・県産材需要拡大県
民運動推進会議

０９６－３８３－１１１１（内５６４０）熊本
県木材流通対策室

熊本県 10月上旬～中旬 県産材需要拡大一斉行動 県内一円
県産材需要拡大県民運動推
進会議　・　各地域木材需要
拡大推進協議会

０９６－３８３－１１１１（内５６４０）熊本
県木材流通対策室

大分県 10月23・24日 大分県農林水産祭 別府市　別府公園
大分県農林水産祭実行委員
会

林業部門運営委員会
097-532-7151（大分県木材協同組合
連合会内）

大分県 10月24日 真玉町ふれあい木工教室
真玉町農業者トレーニングセン
ター

西高地域林業振興協議会
真玉町

0978-53-5111(真玉町農林水産課）

大分県
10月下旬～12月
中旬

木工教室
別府市、杵築市、日出町、山香
町

別杵速見地区林業振興協議
会
別杵速見森林組合

0977-72-2853
（別杵速見地方振興局林業水産課）

大分県 10月下旬 佐賀関町産業文化祭 佐賀関町上浦港埋立地 佐賀関町 097-575-1111（佐賀関町産業課）

大分県 10月16・17日 九重ふるさと祭り
玖珠郡九重町
九重活きいきランド

九重町 0973-76-3804（九重町農林課）

大分県 10月23・24日 第２６回日田の森林フェア
日田市　サッポロビール新九州
工場

日田地域林業振興協議会
0973-23-2205（日田地方振興局林業
課）

宮崎県 10月9～11日 新ひむかウッドフェスティバル 宮崎市　　JAアズムイベント広場
宮崎県木材需要拡大推進会
議

0985-27-7682

鹿児島県 10月上旬 木材需要拡大要望活動 県内１２地区 各地区林材協会 －

鹿児島県 10月9・10日
森林のまつり
ｆｒｏｍあいら

姶良サティ（大型デパート）
森林のまつりｆｒｏｍあいら実行
委員会

0995-63-3111

鹿児島県 10月末 おおすみ木材まつり 鹿屋霧島ヶ丘公園
大隅流域森林・林業活性化セ
ンター

0994-43-3108

沖縄県 10月18～22日 第９回ウッデイフェアコンペ 沖縄県庁１階ロビー
沖縄ウッデイグランドフェア実
行委員会

沖縄県林務課（TEL098-866-2295）
又は沖縄ウッデイグランドフェア事務
局（沖縄県木材協会内TEL098-868-
3656）



Ⅱ　１１月から１２月にかけて実施される行事

都道府県 期間 行事名
開催地及び
会場名

主催等 問合先（ＴＥＬ）

岩手県 11月 気仙スギまつり 陸前高田市
気仙地域林業構造改善事業
等推進協議会、気仙スギまつ
り実行委員会

陸前高田市農林課
代表　0192(54)2111

秋田県 11月7日 森林ボランティア体験 河辺郡雄和町 県秋田地域振興局
県秋田地域振興局農林部森づくり推
進課（近藤）
TEL　018-860-3381

山形県 11月18日 葉付き乾燥材フェア 庄内木材流通センター 山形県森林組合連合会
山形県森林組合連合会
023-688-8100

福島県 11月10日 第３回ふくしま木づかいセミナー ビックパレットふくしま（郡山市） 福島県
024-521-7433（福島県農林水産部県
産材特産グループ）

栃木県 11上旬 木造りの家ノウハウ習得講座 県内各地 栃木県木材需要拡大協議会
０２８－６５２－３６８８　栃木県木材業
協同組合連合会

群馬県 12月15～19日 児童生徒木工工作コンクール 群馬県庁県民ホール 群馬県木材青年協会 027-266-3235県林業振興課

埼玉県 11月6･7日 ２００４彩の国ふるさと農林まつり 川越公園
彩の国農林業の祭典実行委
員会

０４８－８３０－４３１８
（県木材利用推進室）

千葉県 11月18日 第４４回千葉県優良木材展示会
東金市山田８００番地
千葉県木材市場協同組合

千葉県木材市場 0475-55-6161

石川県 11月上旬 第30回内浦町農林業まつり 内浦町福祉センター
内浦町農林業まつり実行委
員会

0768-72-1238（内浦町農業協同組
合）

石川県 11月上旬 第31回柳田村産業文化祭 柳田村勤労者体育館 柳田村 0768-76-1698(柳田村農林課)

石川県 11月中旬
押水宝達山水源の森づくり協会植
樹

宝達山周辺（押水町）
押水宝達山水源の森づくり協
会

0767-28-3111（押水町農林建設課）

岐阜県 11月3日 貴重樹木保護保存ｾﾐﾅｰ 岐阜県森林文化アカデミー 岐阜県 岐阜県庁緑化推進室

三重県 11月13日
顔の見える三重の家づくり支援セミ
ナー

伊勢地域
顔の見える三重の家づくり支
援協議会

三重県木材協同組合連合会
059－228-4715

大阪府 11月3日 木とふれあう集い
大阪木材市場㈱（八尾市宮町３
－４－６０）

社団法人大阪府木材連合会
大阪木材市場㈱

大阪木材市場㈱（TEL：０７２９－９６
－１３１２）

和歌山県 11月3日 美里町農林業まつり 美里町文化センター 美里町 美里町産業課

和歌山県 11月20日
全国マルチメディア祭2004inわか
やま（高野地域会場）

和歌山県立橋本体育館
全国マルチメディア祭2004in
わかやま実行委員会

伊都振興局林務課
0736(34)1700

和歌山県 11月3日 かつらぎ町産業まつり かつらぎ公園
かつらぎ町産業
まつり実行委員会

かつらぎ町森林組
0736(22)7995

和歌山県 11月3日
ふれあい一本杉・滝めぐりハイキン
グ

一本杉ハイキングコース他 高野口町
高野口町地域振興課
0736(42)3311(代)

和歌山県 11月13･14日 美山村産業まつり
美山村スポーツセンター
（美山村初湯川地内）

美山村、美山村産業振興会
議

美山村役場企画室
0738(56)0322

和歌山県 11月21日 しょくの祭典２００４ かえるの里（印南町山口地内） 町づくり推進実行委員会
印南町役場産業課
0738(42)0120

和歌山県 11月20・21日
翔龍祭
（第33回龍神林業まつり）

龍神ドーム
（龍神村柳瀬地内）

翔龍祭実行委員会
龍神村中央公民館内龍神村文化協
会  0739(78)0301

和歌山県 11月14日 子供木工教室 田辺市市民球場 田辺木材協同組合 0739(22)0580

和歌山県 11月6・7日 和歌山県産品フェア
和歌山マリーナシティ
（和歌山市毛見地内）

和歌山県
和歌山県産品フェア実行委員
会

和歌山県庁 林業振興課
073(432)4111（代）

広島県 11月上旬 ０４木材まつり
ウッドピアみよし
（三次市東酒屋町）

三次地方森林組合
０８２４-６４-０１２３
三次地方森林組合

広島県 11月17・18日 西中国優良木材展示会
広島林産中市協同組合木材共
販市場
（山県郡加計町）

（社）広島県木材組合連合会
０８２-２５３-１４３３
（社）広島県木材組合連合会

山口県 11月中旬
豊田流域・木の家ふれあい体験ツ
アー（第４回）

豊田林業総合センター(豊田町)
ほたる街道西の市（豊田町）

豊田・日置農林事務所森林
部ｳｯｯﾄﾞﾈｯﾄ西部やまぐち協
同組合、豊田流域木の家づく
り推進協議会

山口県豊田農林事務所森林部
0837-66-1182

山口県 11月28日 森だくさん祭り 阿武郡福栄村「森の館 萩」
萩地域林業振興会連絡協議
会

山口県萩農林事務所森林部
0838-22-3366

香川県 11月9日
平成16年度「顔の見える木材での
家づくり支援事業」に関する講習会

サンメッセ香川（高松市）
（財）日本住宅・木材技術セン
ター

087－832－3461（県みどり整備課）

高知県 11月6・7日 山師達人選手権大会 馬路村魚梁瀬小中学校 山師達人選手権実行委員会
県木の文化推進室
０８８－８２１－４５８６

高知県 11月14日 四国の森づくりシンポジウム
長岡郡本山町プラチナセンター
文化ホール

四国の森づくり実行委員会
県木の文化推進室
０８８－８２１－４５８６

長崎県 11月20・21日 「長崎！食への感謝祭」 長崎市
「長崎！食への感謝祭」実行
委員会

095-824-1111(内線2983)

大分県 11月上旬～中旬 木工教室 国見町・国東町・武蔵町・安岐町 東国東地域林業振興協議会
0978-72-0156（東国東地方振興局林
業課）

大分県 11月下旬
第４回　おおのもくもくふれあい広
場

三重町　大野郡森林組合 大野郡林業振興協議会
0974-22-1243（大野郡森林組合）
0974-22-0140（大野地方振興局林業
課）

大分県 11月上旬 玖珠町農業祭 玖珠町　玖珠川河川敷 ＪＡ玖珠九重 0973-72-1135（ＪＡ玖珠九重）

鹿児島県 11月20･21日 かごしま木材まつり 鹿木協連木材流通センター
かごしま木材まつり実行委員
会

099-260-5356

鹿児島県 11月20・21日 くらしと木材まつり 出水市陸上競技場隣接地
出水地域木材利用推進協議
会

0996-63-3111

鹿児島県 11月下旬 奄美林業フェアー 名瀬市文化会館
奄美大島流域森林・林業活
性化センター・森林組合・関
係団体

0997-52-1004

沖縄県 11月11日～14日 第９回沖縄ウッデイグランドフェア
沖縄市久保田　プラザハウス
ショッピングセンター　フェアモー
ル１階・２階・３階

沖縄県・沖縄ウッデイグランド
フェア実行委員会

沖縄県林務課（TEL098-866-2295）
又は沖縄ウッデイグランドフェア事務
局（沖縄県木材協会内TEL098-868-
3656）


