令和元年度（平成３１年度）イベント情報
開催年月日

場所

イベント名等

主催者等

4月1日～5月31日

農林水産省図書館・林野庁図書館

企画展示コーナー「山と森林の魅力」

林野庁

4月8日～4月12日

農林水産省 消費者の部屋

常設展示「本の森へ出かけよう～漫画で
学ぶ森林・林業～」

林野庁、国立国会図書館

4月17日～6月2日

神奈川県 寒川総合図書館

さむかわのみぢかな木

神奈川県寒川総合図書館

4月20日～4月21日

埼玉県 ときがわ町

ときがわアート展
「第5回 Artokigawa 木と育ついのち展」

ときがわ活性会、Artokigawa実行委員会

5月1日～5月31日

東京都 千代田区立日比谷図書文化館

「みどりの月間」「みどりの感謝祭」に考え
る＜炭を使う暮らし＞人to炭 炭のある四 日比谷図書文化館
季

5月9日～5月10日

岩手県 林業技術センター

いわて林業アカデミー「原木シイタケ生
産、お山のデ・林シャス・わさび編」

岩手県林業技術センター

5月11日～5月12日

埼玉県 秩父市 道の駅ちちぶ

第34回木が香る秩父フェスティバル

木が香る秩父フェスティバル実行委員会

5月11日～5月12日

東京都立 日比谷公園

みどりの感謝祭

農林水産省、林野庁

5月25日

群馬県 みどり市 富弘美術館

群馬県植樹祭

群馬県、みどり市、関東森林管理局

5月25日

神奈川県 横浜新都市ホール

かながわ家づくりフェア2019

神奈川県木材業協同組合連合会

6月10日～6月14日

農林水産省 消費者の部屋

常設展示「本の森に出かけよう～森のめ
ぐみと山の仕事～」

林野庁、国立国会図書館

6月18日

岩手県 林業技術センター

いわて林業アカデミー「鳥獣害対策研修」 岩手県林業技術センター

6月26日

岩手県 浄法寺小学校

カシオペアフォレストスクール

岩手県林業技術センター

6月27日

岩手県 洋野町種市

低コスト造林研修

岩手県林業技術センター

7月1日～9月1日

埼玉県 日高市立図書館

林業の世界と森の魅力 そして西川材

埼玉県日高市立図書館

7月2日～8月31日

静岡県 浜松市立引佐図書館

森林を知る 林業を知る

静岡県浜松市立引佐図書館

7月10日

青森県 五所川原農林高等学校

林業労働安全に係る出前授業

青森県五所川原農林高等学校、林野庁

7月11日～8月12日

京都府 あうる京北

課題研究「新素材CLT端材を利用した木
製品作りへの挑戦」

京都府立北桑田高等学校

7月20日

宮城県 エスパル仙台

木育イベント「東北の森と暮らしをつなぐ・
東北大学 工学研究科
木のふれあい広場」

7月23日～8月25日

大阪府 枚方市立牧野図書館

木のこと・木のしごと

大阪府枚方市立牧野図書館

7月24日

岩手県 二戸市浄法寺総合支所

木を勉強する会

木を勉強する会（岩手県、岩手県林業技
術センター）

7月24日～8月31日

愛知県 高浜市立図書館

タカハマなぞときアドベンチャー「木のしご
愛知県高浜市立図書館
と」

7月28日

福島県 四時ダム

第24回四時ダムまつり

四時川流域ダムまつり実行委員会

7月31日～8月1日

熊本地方合同庁舎A棟

しっとっと？国のお仕事～夏休み見学
デー～

九州農政局、九州森林管理局

8月10日

岩手県 いわて県民情報交流センター

いわてまるごと科学館

いわてサイエンスシンポジウム実行委員
会（岩手県林業技術センター）

8月11日

富山県 総合福祉会館

とやま農林漁業就業支援フェア

富山県農林水産公社

8月11日

山梨県 甲府市総合市民会館ほか

2019第４回「山の日」記念全国大会

第４回「山の日」記念全国大会実行委員会

8月13日～8月23日

農林水産省 消費者の部屋

常設展示「本の森に出かけよう～森のめ
ぐみと白書の知識～」

林野庁、国立国会図書館

8月22日

岩手県 二戸市浄法寺町、浄法寺歴史民
いわて林業アカデミー「漆生産研修」
俗資料館

岩手県林業技術センター

8月29日

富山県立南砺福野高等学校

高校生の体験林業

富山県農林水産公社

9月24日～9月25日

24日 岩手県立盛岡農業高校
25日 岩手県立久慈東高校

高性能林業機械基本操作研修

岩手県林業技術センター

9月26日～11月29日

岩手県 二戸地区合同庁舎１階「県民
ホール」

「明るく元気な二戸の林業」常設展示

岩手県二戸農林振興センター林務室

10月1日～11月30日

農林水産省図書館・林野庁図書館

企画展示コーナー「魅惑の『きのこ』！」展 林野庁

10月1日～

HP掲載

とやまの林業就業ナビ

10月5日

神奈川県 JR川﨑駅北口通路・コモレビテ
川﨑駅前優しい木のひろば
ラス

10月20日

埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

コープみらいフェスタinさいたまスーパーア
生活協同組合コープみらい
リーナ

10月26日

森林総合研究所 林木育種センター

第24回親林のつどい

11月1日～2日

東京都 サンシャインシティ ワールドイン 第５８回 農林水産祭「実りのフェスティバ 農林水産省、公益財団法人日本農林漁業
ポートマートビル
ル」
振興会

富山県農林水産公社
川崎市まちづくり局

森林総合研究所 林木育種センター

11月23日、24日、30日、12月1日、7日、8日 東京都 三番町共用会議所

三番町共用会議所（旧山縣有明邸庭園
跡・別館）一般公開

農林水産省

11月16日

東京都 港区立麻布図書館

漆とウルシ～浄法寺 漆の里から～

港区立麻布図書館

11月16日

東京都 中野四季の森公園イベント広場

なかのエコフェア2019

中野区

12月1日

千葉県 イオンモール柏

木づかいプロジェクト～木育で学ぶ柏の環
境～「木に触れて木に学ぶキッズ本格おし 千葉県北部林業事務所
ごと体験」

12月3日

岩手県 住田町役場町民ホール

高校１年生を対象とした林業の職場体験
会

岩手県林業技術センター、気仙地方林業
振興協議会

12月12日、19日

東京農工大学

林野庁職員による講義

林野庁

12月14日

千葉県 千葉市青葉の森公園

あおぞら木育おもちゃ広場

子育て支援ステーションニッセ

12月24日～1月12日

東京都 練馬区立大泉図書館

お山ん画、人to木展示
1月12日「きらり！ねりま人～森を育てる山 練馬区立大泉図書館
仕事・今昔～」

1月14日

岩手県 林業技術センター

いわて林業アカデミー樹木調査（冬芽によ
岩手県林業技術センター
る樹木識別）

1月14日～1月17日

農林水産省 消費者の部屋

常設展示「本の森へ出かけよう～絵本で
見る生物多様性の世界「シンタローのぼう 林野庁、国立国会図書館
けん」～」

１月27日～2月2日

東京都 銀座アートホール

65回日本山林美術展

日本山林美術協会

12月2日～2月28日

岩手県 二戸地区合同庁舎1階県民ホー
ル

「明るく元気な二戸の林業」常設展示

岩手県二戸農林振興センター林務室

2月6日

岩手県 サンセール盛岡

林業技術普及セミナー

岩手県林業技術センター、林野庁

3月2日～5月29日

岩手県 二戸地区合同庁舎１階県民ホー
「明るく元気な二戸の林業」常設展示
ル

岩手県二戸農林振興センター林務室

