
（別紙１）

　　　　　　　　　　　　　　　　こちらの情報は、http://www.jawic.or.jpでご覧いただけます。

都道府県 期　間 行　　　　事　　　　名 開催地及び会場名 主　　　　催　　　　等 問    合    先

北海道 10/8～10/12 間伐材ふれあい体験フェア 北海道庁（札幌市）他 北海道
011-231-4111（内28-483）
（北海道水産林務部木材振興
課需要推進Ｇ）

10/3～10/10 間伐材ふれあい体験フェア 北海道上川合同庁舎（旭川市）他 北海道上川支庁
0166-46-5111（内2521・2522）
（北海道上川支庁経済部林務
課林産係）

10/6～10/10 間伐材ふれあい体験フェア 北海道留萌合同庁舎（留萌市）他
北海道留萌支庁、
留萌森づくりセンター

0164-42-1511（内2521）
（北海道留萌支庁経済部林務
課林産係）

10/3～10/10
カラマツ王国とかち「森と住まいの
バスツアー」

北海道十勝合同庁舎（帯広市）他
北海道十勝支庁、
十勝森づくりセンター

0155-24-3111（内2521・2522）
（北海道十勝支庁経済部林務
課林産係）

10/2
「カラマツ王国十勝の発展を目指し
て～持続可能な森づくりを考える
～」

池田町田園ホール「オーク・プラザ」（池
田町）

十勝森づくりセンター、
十勝支庁

01557-2-2141
（十勝森づくりセンター普及課
（池田分室））

10/7～10/9 間伐材等木材利用拡大ＰＲ展
北海道森林管理局旭川分局ＰＲ棟木造
館（旭川市）

旭川地方木材協会、
北海道森林管理局旭川分局

0166-46-0786
（旭川地方木材協会）

10/8 木工教室 オホーツク木のプラザ（北見市）
社団法人オホーツク森林産業振興協
会

0157-25-1331
（オホーツク木のプラザ（社団
法人オホーツク森林産業振興
協会））

青森県 10/3～4
森のめぐみ展
　～青森県林業試験場参観デー～

青森県林業試験場 青森県林業試験場 ０１７－７５５－３２５７

10/12 育樹際 十和田市
青森県育樹祭実行委員会
（事務局：青森県林政課）

０１７－７３４－９５０７

11/8～9
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

岩手県
10/18
～19

いわて農林水産祭
いわて”まるごと”農林水産フェア

滝沢村　岩手産業文化センター
いわて”まるごと”農林水産フェア実
行委員会

岩手県農林水産部
019（629）5623

9/20 ウッドフェアⅰｎもりおか 盛岡市　中津川原 盛岡地方振興局 （同左）　019（629）6612

10/4 親子木工教室 花巻市　イトーヨーカドー前 花巻地方振興局 （同左）　0198（22）4931

10/18
～19

住まい☆フェスティバル
ＨＯＴ－１

花巻市総合体育館 花巻地方振興局 （同左）　0198（22）4931

10/12 親子木工教室 北上市　産直センターあぐり夢くちない 北上地方振興局等 （同左）　0197（65）2733

10/25
～26

水沢市産業まつり 水沢市　水沢公園 水沢市産業まつり実行委員会
水沢市観光物産室
代表　0197（24）2111

10/25
～26

一関地方住宅祭 一関市　一関市総合体育館 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

10/25 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

11月上～中旬 おらほの産物活用促進事業 川崎村　産直かわさき いわて地産地消東磐井地方推進機構
千厩地方振興局農林部
0191（52）4931

9/13 千厩夜市 千厩町　新町及び元町商店街 千厩地方振興局 （同左）　0191（52）4931

10/8前後
10月8日は「木の日」です　フォレス
ト・トークの開催

管内全小学校 大船渡地方振興局等 （同左）　0192（27）9914

10/25
～26

気仙スギまつり 大船渡市　大船渡市体育館
気仙地区林業構造改善事業等推進
協議会

大船渡市農林課
代表　0192（27）3111

10/11
～12

「木の日」ＰＲキャンペーンⅰｎ遠野
遠野市青笹町　遠野地域木材総合供
給モデル基地

遠野地方振興局 （同左）　0198（62）9933

10/11
～12

おおつち産業まつり 大槌町　海づくり公園跡地 おおつち産業まつり実行委員会
大槌町水産商工課
代表　0193（42）2111

10/24
～26

釜石まるごと味覚フェスティバル 釜石市鈴子町　釜石駅前広場 釜石市農業祭実行委員会
釜石市農林課
代表　0193（22）2111

10/8 森林ふれあい教室 宮古市重茂十二神　 宮古市 （同左）　0193（62）2111

10/6
～10

「木の日」ＰＲ週間 宮古市五月町　宮古地区合同庁舎 宮古地方振興局 （同左）　0193（64）2215

11/15
～16

ふれあい木工教室 宮古市出崎　シートピアなーど 宮古地方木材利用推進協議会 （同左）　0193（64）2215

9/27
～28

おでんせ・べこっこフェスタ２００３ 岩泉町乙茂　ふれあいらんど岩泉 おでんせ・べこっこフェスタ実行委員会
岩泉町
代表　0194（22）2111

10/24
～26

木の日「木木（もくもく）」キャンペー
ン

久慈市　久慈市文化会館駐車場 久慈地方振興局 （同左）　0194（53）4984

10/4
～5
木と親しむ週間 浄法寺町　浄法寺町文化会館 浄法寺町 （同左）　0195（38）2211

宮城県 9/25 森林から家まで追跡ツアー 古川市・加美郡
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

9/27 親子木工教室 鶯沢町立鶯沢小学校
宮城北部流域林業活性化センター栗
原支部

0228-45-3311
同左

9/28 森林交流祭 宮城県林業試験場（大衡村） 宮城県林業試験場
022-345-2816
同左

10月初旬 （仮称）木になる「木の日」 古川市内
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

平成１５年度「木の日」を中心とした行事内容
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都道府県 期　間 行　　　　事　　　　名 開催地及び会場名 主　　　　催　　　　等 問    合    先

秋田県 10/16 レディース森林教室
秋田県北秋田郡阿仁町打当地区佐渡
スギ・幸兵衛の滝ほか

県北秋田地域振興局農林部
北秋田農林部森づくり推進課
ＴＥＬ 0186－62－1445

10/11 白神山地探検ツアー 秋田県山本郡八森町 県山本地域振興局
山本農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0185－52－2181

10/26
秋田市農林水産フェア
（スギ間伐材プレゼント）

秋田市 秋田市
秋田市林務課
ＴＥＬ　018－866－2117

10/18～19 森林の学校
プラザクリプトン、森吉山周辺の源流の
森

林業改良普及協会秋田支部、秋田県
秋田農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　018ー860-3381

10/24
「子どもたちがつくる海岸林」ふれ
あい体験

秋田市下浜の海岸林
（松食い虫被害林）

秋田森の会・風のハーモニー
秋田県（秋田地域振興局）
（社）林業コンサルタント

秋田農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　018ー860-3381

10/4 鳥海山秋の森を感じる集い 鳥海山麓（象潟町） 県由利地域振興局農林部
由利農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0184－22－8351

10/18 海岸林健全化一斉行動 金浦町ほか由利海岸林 県由利地域振興局農林部
由利農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0184－22－8351

10/22 第４６回西目町植樹祭 西目町浜山地内 西目町
西目町産業課
ＴＥＬ　0184－33－4614

9/3 木を活かした「家づくり教室」 大曲市とその周辺 県仙北地域振興局農林部
仙北農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0187－63－6113

9/29 西木村小学校森林体験教室 西木村とその周辺 県仙北地域振興局農林部
仙北農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0187－63－6113

10/4 森林交流作業体験 西木村大覚野牧場 西木村
西木村役場産業課
ＴＥＬ　0187－47－2112

10/4 六郷町植樹祭 六郷町 六郷町
六郷町農政課
ＴＥＬ　0187－84－1111

10/17 森林学習講座 西木村林業総合センター 西木村
西木村役場産業課
ＴＥＬ　0187－47－2112

10/18 森林ふれあい体験 西仙北町とその周辺 県仙北地域振興局農林部
仙北農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0187－63－6113

10/22 炭焼き体験 西木村潟前森林公園 県仙北地域振興局農林部
仙北農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0187－63－6113

11/8 森林ボランテア体験講習会 西仙北町とその周辺 県仙北地域振興局農林部
仙北農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0187－63－6113

10/3（予定）
西栗駒・森林とのふれあい体験ツ
ア－

東成瀬村椿川「大柳沼自然公園」
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

雄勝農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0183-73-5111

10/8（予定） 森の学校 東成瀬村椿川 県雄勝地域振興局農林部
雄勝農林部森づくり推進課
ＴＥＬ　0183-73-5111

山形県 9/5～8 平成15年度山形県産材展示会 山形市：㈱山形城南市場 山形県産材連絡協議会・山形県
㈱山形城南木材市場内（事務
局）：023-688-2200

9/18～20
第28回山形県児童木工工作コン
クール

山形市：山形市中央公民館 山形県青壮年協議会・山形県
山形県木材産業協同組合内
（事務局）：023-633-1536

10.12 第50回山形県林材業年次大会 山形市：山形国際交流プラザ 山形県森林協会
山形県森林協会：
023-631-6566

10/12～13 第13回山形県林業まつり 山形市：山形国際交流プラザ
第13回林業まつり実行委員会・山形
県

山形県木材産業協同組合
023-633-1536

10.27
秋期優良原木展示会・葉付き乾燥
材フェアー

天童市：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

11.18 葉付き乾燥材フェアー 平田町：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

10/18～19 ウッドフェスティバル2003 鶴岡市：小真木原公園 山形県・鶴岡市
山形県庄内総合支庁
0235-66-2111

福島県 7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）

9/25
第31回ＪＡＳ製材品普及推進展示
会

福島県中央木材市場（郡山市）
(社)全国木材組合連合会
(社)全国木材市場連盟
(社)全木木材市場売買方組合連盟

03-3580-3215
（(社)全国木材組合連合会）
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）

10/17
第6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）

10/24
顔の見える木材での家づくり講習
会

サンフレッシュ郡山（郡山市） (財)日本住宅・木材技術センター
024-521-7433
（県庁県産材特産グループ）

10/25～26 ふくしま木材フェア 郡山木材工業団地（郡山市） 福島県
024-521-7433
（県庁県産材特産グループ）

10/25～26 第28回福島県林業祭 福島県林業研究センター（郡山市） 福島県林業祭実行委員会
024-521-7426
（県庁担い手緑化グループ）

5/9～10/26
第28回福島県児童・生徒木工工作
コンクール

募集：県内一円
展示：県林業研究センター（郡山市）

福島県木材青壮年協会
024-523-3307
（福島県木材青壮年協会）

10/29
第20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）

10/30 第42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）
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都道府県 期　間 行　　　　事　　　　名 開催地及び会場名 主　　　　催　　　　等 問    合    先

茨城県
10／18・19
11／1・3
11／8・9

平成１５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）

11／4 優良木材コンクール （株）茨城木材相互市場 茨城県木材協同組合連合会等 〃

10/27
平成１５年度「建設フェスタ’２００
３」

常陸那珂港（ひたちなか市）

（社）茨城県建設業協会，（社）茨城
県造園建設業協会，（社）茨城県電設
業協会，東日本建設業保証（株），茨
城県木材協同組合連合会等

〃

栃木県 10/1～5
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

０２８－６５２－３６８７　栃木県
木材業協同組合連合会

10/5
もくもくまつり２００３（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

〃

10/17～19 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 〃

11/2 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 〃

群馬県 （社）群馬県木材組合連合会

027-266-8220

山梨県 7/1～10/30 甲斐の家アイデア募集 全県 山梨県
055-223-1653
（県林業振興課）

10/8 山梨県林業まつり 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）

10/8 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）

10/18～10/19 山梨県森林フェスティバル 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）

10/18～10/19 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）

埼玉県 10/19 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）

11/2～3 ２００３彩の国ふるさと農林まつり 埼玉スタジアム２００２ 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 11/13 優良木材展示会 千葉県木材市場協同組合（東金市）
千葉県木材市場協同組合、千葉県木
材振興協会、千葉県森林組合連合会

0475-55-6161

7～11月 木工教室 各地 各地区木材組合等 0475-5３-２６１１

10/1～2 東京木材市場㈱（江東区新木場）

10/22～23 新東京木材商業（協）（豊島区千早）

10/4～5 木と暮らしのふれあい展 都立木場公園イベント広場（江東区平野
(社）東京都木材団体連合会
東京都

03-3630-9777
03-5320-4855

神奈川県 6～12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

7～9月 木工教室 県内一円 神奈川県木材業協同組合連合会 ０４５－２６１－３７３１

8～11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

9/20～21 親子森林体験教室 県立札掛森の家 神奈川県 ０４６３－７５－４８９６

9/21,10/5,10/9 森の教室 県立21世紀の森 神奈川県 ０４６５－７２－０４０４

9/20,10/11,10/26 森林づくり体験講座 松田町やどりき水源林ほか (社)かながわ森林づくり公社 ０４６５－８５－１９００

10/25,26
第3回森へつづく扉
－ＴＡＴＥＧＵ－

横浜港大桟橋ホール・ＣＩＱプラザ 神奈川県建具協同組合 ０４６６－４８－５６０３

新潟県 9/20～9/21
Ｍyoko光と風のフェステイバル
木工教室

国立妙高少年自然の家
(妙高村関山６３２３－２）

国立妙高少年自然の家 ０２５５－８２－４３２１

9/21 親子木工教室
長岡市栖吉
ふるさと体験農業センター

長岡市農業フェステﾊﾞﾙ
実行委員会

0258-39-2224
（長岡市農林政策課）

9/28 伐採現場及び家づくり見学会 新潟県村松町ほか 越後に生きる家をつくる会
０２５－２６２－２３２０
（新潟県森林組合連合会）

10/2～10/5 2003ｽｰﾊﾟｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌｪｱin新潟 朱鷺メッセ(新潟市) 住宅月間実行委員会ほか
025-280-5442(新潟県土木部
都市局建築住宅課)

10/4～10/5
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
（長岡市建設各種連合会）

0258-32-1227
（長岡建築協同組合）

10/11～12 緑の百年物語フェスティバル 新潟県立植物園（新津市）
(社)にいがた緑の百年物語緑化推進
委員会

０２５－２９０－８０５５

10/12 協同組合まつり 新潟市産業振興センター 県内農林水産業関連団体
０２５－２６２－２３２０
（新潟県森林組合連合会）

10/30 第３１回新潟地方植樹祭 笹神村フラワーパーク 新潟地方植樹祭実行委員会
０２５０－６２－４１４１
（笹神村農林課）

11/15～11/16
柱プレゼント事業住宅見学会と「木
になる山の見学会」

上越市南城町３丁目字馬場先95-1
浦川原村大字六日町

上越流域森林林業活性化センター ０２５－５４４－３７３８

11/22～11/23 柱プレゼント事業住宅見学会 上越市大字大貫字下谷内3856-1 上越流域森林林業活性化センター ０２５－５４４－３７３８

5月～11月
赤城コマランド
冒険の森づくり

長岡市栖吉地区山林 赤城コマランド
090-3215-8256
（赤城コマランド世話人・山川）

10月～11月 親子木工教室 上越市ほか 新潟県木材組合連合会 ０２５－２４５－０７３３

東京都

全国優良木材展示会 東京都 03-5320-4855

7/27～10/19 親と子の木工広場 県内一円（１４ヵ所） 各地域の木材組合等
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都道府県 期　間 行　　　　事　　　　名 開催地及び会場名 主　　　　催　　　　等 問    合    先

富山県
9月上旬～10月上

旬
２００３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（小杉町）
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）

10月～11月 第７回とやま木造住宅設計コンペ ウッドリーム富山（小杉町）
富山県
富山県木材青壮年連合会

076-438-6888（(有)トミフネ）
076-444-3388（富山県森林政
策課）

10月18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

076-444-3388（富山県森林政
策課）

石川県

9/20,10/4,10/8
森と木の復権県民運動「森林・木・
家」実感ツアー

かが森林組合・南加賀木材協同組合
（小松市）、ＳＰＯＯＮ－ＮＥＴ県産材モデ
ル住宅（辰口町）

森と木の復権県民運動実行委員会
076-225-1643（石川県森林管
理課）

10/5 第１８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）

10/12 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）

10/15
第２４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）

10/15 石川県山林大会 石川県地場産業振興センター（金沢市） 石川県山林協会
076-240-7950（石川県山林協
会）

10/18
県産材を活用した木造施設及び製
品開発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）

10/18～10/19 第２５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
（森と木の復権県民運動実行委員
会）

076-225-1643（石川県森林管
理課）

10/25～10/26 珠洲市産業祭り 珠洲市健民体育館（珠洲市） 珠洲市産業まつり開催委員会
0768-82-7776（珠洲市商工観
光課）

10/25～10/26 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）

11/2～11/3 第２９回内浦町農林業まつり 内浦町福祉センター（内浦町） 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）

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）

福井県 10/4～5 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 福井県総合グリーンセンター
10/19,21 福井市合島町3-1 (0776)35-5663

福井県嶺北木材林産(協) 事務局
福井県木材組合連合会

10/28 武生市芝原5丁目4-25 (0778)23-4545
武生木材市売（協） 事務局

南越農林総合事務所

林業部普及振興課

長野県 9/18～9/19 全国女性森林フォーラムinながの やまびこドーム（松本市）他
全国女性森林フォーラムinながの実
行委員会

026-235-7267（長野県林務部
林業振興課）

9/21 木と緑のふるさとフェア かざこし子どもの森公園（飯田市）
長野県木と緑のふるさとフェア実行委
員会

0265-53-0425（長野県下伊那
地方事務所林務課）

10月上旬 県産材利用促進PR活動 長野県庁ホール
長野県林政協議会（中部森林管理
局、長野県林務部）

026-236-2671（中部森林管理
局販売第一課）、026-235-
7266（長野県林務部林業振興
課）

7月～10月
長野県児童・生徒木工工作コン
クール

県内各地域 長野県木材青壮年団体連合会
026-226-1471（長野県　木材
青壮年団体連合会）

岐阜県 9/3
小坂町みどりの少年団活動（中学
生）

岐阜県益田郡小坂町落合の町有林内
主　催　小坂町役場産業振興課
支　援　飛騨地域益田農林商工事務
所

小坂町役場産業振興課
℡０５７６－６２－３１１１

9/3～9/7
2003飛騨・高山暮らしと家具の祭
典

高山市　ビックアリーナ
行事の実行委員会
後援（協）飛騨木工連

0577-32-2100

9/5
小坂町みどりの少年団活動（小学
生）

岐阜県益田郡小坂町落合の町有林内
主　催　小坂町役場産業振興課
支　援　飛騨地域益田農林商工事務
所

小坂町役場産業振興課
℡０５７６－６２－３１１２

9/7 里山交流会 岐阜市芥見 里山ネットワーク 岐阜県庁緑化推進室

9/13
第２８回飛騨児童・生徒木工工作コ
ンクール

高山市　市役所地下ホール 高山あすなろ会 0577-32-0440

9/21 みどりの再生ボランティア 岐阜市芥見 山火事跡地緑の再生委員会 岐阜県庁緑化推進室

9/28 木に親しむ山の祭り 関市　岐阜県百年公園 ぎふ山の日運動推進実行委員会 岐阜県庁緑化推進室

10/2
益田郡児童・生徒木工工作コン
クール

岐阜県益田郡萩原町羽根２６０５－１
益田総合庁舎大会議室

主　催　益田木材青壮年会
事務局　飛騨地域益田農林商工事務
所

飛騨地域益田農林商工事務
所農林振興課林務担当　　℡
０５７６－５２－３１１１（内線２４
３）

10/8
「木の日」木材利用拡大に関する
要望活動

岐阜県益田郡内一円
主　催　益田地域林材業振興協議会
議　　　　　　　　　　　事務局　飛騨地
域益田農林商工事務所

飛騨地域益田農林商工事務
所農林振興課林務担当　　℡
０５７６－５２－３１１１（内線２４
３）

10/9 技術士会研修会 岐阜市芥見 県森林技術士会 岐阜県庁緑化推進室

10/11 どんぐり銀行 関市小屋名　県博物館
岐阜県中濃地域武儀農林商工事務
所

武儀農林商工事務所　農林振
興課  ＴＥＬ：0575-33-4011

10/18 みんなの力で緑を大作戦 岐阜市芥見 山火事跡地再生委員会 岐阜県庁緑化推進室

10/18 岐阜県育林のつどい 笠原町
岐阜県、笠原町、（社）岐阜県緑化推
進委員会、同陶都支部、岐阜県山林
協会土岐支部、陶都森林組合

岐阜県庁全国植樹祭推進チー
ム

10/19 ふれあい親子森林教室 関市上迫間　大岩不動
上迫間ふれあいの森林づくりの会
岐阜県緑化推進委員会関支部

関市役所　農林課
ＴＥＬ：0575-22-3131

10/19 東濃優良材ＰＲ 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

10/26 木工教室 和良村運動公園 和良村林業経営研究クラブ 和良村農林商工課

第１３回南越地域優良材まつり
福井県南越地域優良材まつり実行委
員会

グリーンフェアー’０３　“木と花と緑
の祭典 ”

第５回「ふくい県の森」優良材まつ
り

ふくい県の森優良材まつり実行委員
会
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都道府県 期　間 行　　　　事　　　　名 開催地及び会場名 主　　　　催　　　　等 問    合    先

岐阜県 10/25～26 森と木とのふれあいフェア 県庁 岐阜県林材振興大会実行委員会 岐阜県庁林業振興室

10/25～26 岐阜県木工工作コンクール 中津川市　ユニー 岐阜県木材青壮年団体連合会 0581-57-2326

10/26
岐阜山火事跡地森の再生植樹活
動

各務原市須衛町 イオン環境財団 岐阜県庁緑化推進室

11/8～9 美濃市産業祭
美濃市曽代　岐阜県森林文化アカデ
ミー

美濃市
美濃市役所　農林課
ＴＥＬ：0575-33-1122

11月中 益田の木ＰＲ活動 岐阜県益田郡馬瀬村地内
主　催　益田地域林材業振興協議会
議　　　　　事務局　飛騨地域益田農
林商工事務所

飛騨地域益田農林商工事務
所農林振興課林務担当　　℡
０５７６－５２－３１１１（内線２４
３）

静岡県 10月5日 もくもくまつり２００３ 浜松市「遠州鉄道第一通り駅・高架下西部木材需要拡大推進協会
天竜木材協同組合
ＴＥＬ．０５３－４２１－００３４

（展示会）
10/7～12 第28回静岡県児童生徒木工工作

コンクール

（審査会）
浜松市「イトーヨーカドー浜松宮竹
店」

静岡県木材青壮年団体連合会
事務局（静岡県木連内）
ＴＥＬ．０５４－２５２－３１６８

10/11 第１回森と木と住まいのツアー 裾野市ほか 富士流域林業活性化センター
東部農林事務所
森林整備課
TEL055-920-2170

9/12～14 しずおか環境・森林フェアー 静岡市 ツインメッセ
しずおか環境・森林フェアー実行委員
会 （財）自治総合センター 静岡県

（社）静岡県環境資源協会
TEL054-252-9023

11/16
第５回森林ボランティア育成事業
「森の小さなダムづくり」

三島市立箱根の里及びその周辺の森
林

三島市
三島市水と緑の課
TEL055-983-2642

愛知県 9/27～28 木材フェア―
愛知県豊田市花丘町２丁目７３－１
豊田木材協同組合

主催：豊田木材協同組合、豊田加茂
建設連合協同組合
後援：豊田市、豊田商工会議所、尾
張西三河流域森林・林業活性化セン
ター

豊田木材協同組合
電話０５６５－３１－０１１４

10/6 小学生林業体験 愛知県設楽町内山林 設楽町 設楽町産業振興課

三重県 10/18
顔の見える三重の家づくり
現地見学会

松阪市・飯南郡
（松阪木材コンビナート内）

顔の見える三重の
家づくり支援協議会

顔の見える三重の家づくり支
援協議会
059-228-4715

10月～12月
三重県産スギ柱80本10棟分
プレゼント企画

県下全域 三重県木材ＰＲ委員会
三重県木材組合連合会
059-228-4715

10月～12月
第21回三重県児童・生徒
木工工作コンクール

県庁県民ホールほか
三重県木材協同組合
連合会

三重県木材協同組合連合会
059-228-4715

滋賀県 10/11 地域材での家づくり見学ツアー 甲賀郡内 滋賀県・滋賀県木材協会
滋賀県林務緑政課
０７７－５２８－３９１５

10/12～10/13 木と暮らすフェア２００３ 水口町杣中　甲賀林材（株）
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 9/29～10/10 木の日の展示 府庁展示ロビー 京都府
０７５－４１４－５０１４（府林務
課）

大阪府 10/25～26 H15年度グランドフェア メッセ美原（南河内郡美原町）
大阪木材工場団地協同組合・大阪府
木材連合会

大阪木材工場団地協同組合
072-361-2670

兵庫県 10/19 第１８回ひょうご木材フェア
ＪＲ神戸駅地下デユオドーム
（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

10/16～
10/28

「ひょうごの木造・木質化作戦」ＰＲ
ＪＲ神戸駅地下デユオギャラリー
（神戸市）

同　　上 同　　上

7/18～11/19 同　　上
ラポルテ芦屋ショッピングモール
（芦屋市）

同　　上 同　　上

10/11 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

10/4～5 ふれあいフェスティバル2003 姫路市大手前公園ほか（姫路市）
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

9/20～10/5 第１６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

奈良県木材協同組合連合会 0744-22-6281

奈良県森林組合連合会 0742-26-0541

和歌山県 10/19 木工教室 和歌山市四季の郷公園 同左 (073)478-2220

10/12 歩行者天国 ＪＲ高野口駅前大通り 高野口町
高野口町役場総務課
(0736)42-3311㈹

11/3
一本杉ハイキング・滝めぐり＆街中
ウォーク

ＪＲ高野口駅前大通り、街中、一本杉ハ
イキングコース

高野口まちづくり活性化実行委員会
高野口町役場地域振興課
(0736)42-3311㈹

11/3 かつらぎ町産業まつり かつらぎ公園グラウンド かつらぎ町産業まつり実行委員会 (0736)22-7995

10/12 木工教室
和歌山県植物公園緑花センター
（那賀郡岩出町東坂本地内）

那賀木材協同組合
那賀木協事務局（宮本木材）
(0736)62-1141

11/8～9 美山村産業まつり
美山村スポーツセンター
（日高郡美山村初湯川智内）

美山村、美山村産業振興会議
美山村役場企画室
(0738)56-0322

11/16 しょくの祭典２００３
かえるの里
（日高郡印南町山口地内）

町づくり推進実行委員会
印南町役場産業課
(0738)42-0120

11/22～23
翔龍祭
(第32回龍神林業まつり)

龍神ドーム
（日高郡龍神村柳瀬地内）

翔龍祭実行委員会
龍神村商工会
(0739)78-0472

10/15 木の日の木工教室 田辺市立もとまち保育所
紀南流域林業活性化センター(西地
区）

西牟婁振興局　林務課　佐野
(0739)26-7911

10/4～5
第26回児童生徒木工工作コンクー
ル

新宮木材会館
（新宮市あけぼの地内）

新宮木材協同組合
紀南木材新緑会

新宮木材協同組合
(0735)22-6105

11/2～3 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 南方
(073)432-4111㈹

奈良県 5/31～10/29 奈良県林材まつり
大和郡山市、桜井市、高取町、
吉野町、川上村ほか
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都道府県 期　間 行　　　　事　　　　名 開催地及び会場名 主　　　　催　　　　等 問    合    先

鳥取県 9/21 木の魅力についてー講演会 米子市・新日本海新聞西部本社
新日本海新聞社「木の講演
会」係

10/8 木の日意見広告 新日本海新聞紙上 鳥取県西部地域林業会議所

10/5 日野川源流を訪ねる旅 日南町湯河 日野川の源流と流域を守る会
鳥取県日野総合事務所林業
振興課

10/29 日南町林業祭り 日南町霞 日南町林業祭り実行委員会 日南町森林組合

10/12 松茸まつり 日野町下黒坂「滝山公園」 松茸祭り実行委員会 日野町

10/26 山のまつり 倉吉市小田「伯耆しあわせの郷」 鳥取県中部森林組合 鳥取県中部森林組合

10/19 森の恵み感謝祭 智頭町智頭「智頭農林高校」 森の恵み感謝祭実行委員会 鳥取県林政課企画係

島根県 9/21 隠岐木材まつり 隠岐郡西郷町大字原田 隠岐島木材業製材業協同組合 08512-2-0189

「ウッドヒル隠岐」
10/18～10/19 出雲市今市町 0853-22-5975

「出雲科学館」 （出雲製材協同組合）
11/30 第５回しまね木材祭り 松江市学園南 島根県木材協同組合連合会 （同左）0852-21-3852

「くにびきメッセ」

岡山県
8/23,9/15,
11/16

木工教室
・岡山市(岡山市立少年自然の家）
・岡山市（岡山県総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）
・倉敷市（水島緑地福田公園）

（社）岡山県木材組合連合会
（社）岡山県木材組合連合会
086-231-6677

10/8～10
10/24～26

ふれあい木材展
岡山市
倉敷市

〃 〃

10/2
全国ＪＡＳ製材品普及促進展示会
岡山大会

㈱津山綜合木材市場 〃 〃

10/9,11/6 全国優良木材展示会 ㈱津山綜合木材市場 日本木材青壮年団体連合会
㈱津山綜合木材市場
0868-28-7777

11/14 全国優良木材展示会 真庭木材市売㈱ （社）岡山県木材組合連合会
（社）岡山県木材組合連合会
086-231-6677

10/1～31 高梁地域ふれあい木工作品展 岡山県高梁地方振興局管内
高梁地区木材組合、岡山県高梁地方
振興局

岡山県高梁地方振興局
0866-21-2846

10/18～19 第１４回全国森林サミット 勝山町（勝山町民センター）
第１４回全国森林サミット実行委員
会・勝山町

勝山町農林振興課
0867-44-2611

山口県 10/18～10/19
ﾊｳｽﾎﾟ山口2003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

10/18～10/19 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

10/11 木材利用シンポジウム 山口森林ふれあいセンター 山口流域林業活性化センター
山口県山口農林事務所森林
部　　　　　　　　083-922-6700

11/2 秋の里山フェアー 豊田町みのりの丘
秋のルーラル里山フェアーinみのりの
丘実行委員会

山口県西部森林組合
０８３７－６６－０１８０

11/24 森林だくさん祭 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

8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

広島県 9/23
木の香る家づくり
フォーラム２００３

広島国際会議場
（広島市中区）

木の香る住宅工房
（事務局：㈱現代計画研究所広島事
務所

０８２－２３０－５４５１
㈱現代計画研究所広島事務
所

10/18 平成１５年度広島県植樹祭 灰塚ダム（三良坂町）
広島県，三良坂町，
（社）広島県みどり推進機構

０８２－５１３－３６９４
県森林保全室

10/22
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

10/23
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

11月上旬 ０３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

11/17～18 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

徳島県 10/4

０８８－６５２－５４０６

10/4～5 山と木と緑のフェア２００３ （徳島県森林・林業・木材産

「第16回徳島WOODわくわく祭」 業振興大会実行委員会）

10/8 ＷＯＯＤキャラバン隊

10/21 移動森林教室

10/26 徳島すぎ伐採ツアー

11/1～2 ゆとりある住生活フェア

香川県 10/18～10/19 2003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・2003
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）

10/18～10/19 2003木のクラフト展 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・2003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）

 11/13
「平成15年度顔の見える木材での
家づくり支援事業」講演会

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）

鳥取県西部地域林業会議所

親子でふれあう木工教室 社団法人島根県木材協会出雲支部

平成15年度森林・木材利用促進月間
オープニングセレモニー

徳島市藍場浜公園

木沢村

ヨンデンプラザ徳島

学校法人　鴨島学園　　　　　　めぐみ幼稚園

徳島県森林・林業・木材産業振興大会実
行委員会

徳島市藍場浜公園

徳島県木材需要促進協議会

徳島県庁等
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都道府県 期　間 行　　　　事　　　　名 開催地及び会場名 主　　　　催　　　　等 問    合    先

愛媛県 11/1 愛媛県木材利用推進県民会議 愛媛県武道館（松山市） 愛媛県
愛媛県林業政策課
089-912-2589

11/1 木の建築フォラム 愛媛県武道館（松山市）
愛媛県林材業振興会議
ＮＰＯ木の建築フォラム

愛媛県森林組合連合会木材
流通センター　　　089-963-
4300

11/1 愛媛ブランドフェア 愛媛県武道館（松山市） 愛媛県林材業振興会議 同上

11/1 木工教室 愛媛県武道館（松山市） 愛媛県林材業振興会議 同上

高知県 10/4～10/6
２００３年木と緑のフェアーと都市
緑化祭

高知市中央公園
２００３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

10/19 森はともだちシンポジウム 高知県民文化ホール こうち山の日実行委員会

10/25 恵みの森２００３ 高岡郡東津野村船戸橋ヶ谷の村有林 恵みの森づくり実行委員会

11/1～11/2
山の日制定記念事業「馬路山師選
手権大会inこうち」

イオン高知前広場
馬路山師選手権大会inこうち実行委
員会

11/11 こうち山の日制定記念イベント 県立甫喜ヶ峰森林公園 こうち山の日実行委員会

福岡県 福岡県 092-643-3537

（社）福岡県木材組合連合会 092-262-0651

佐賀県 10/18 木になる祭りinからつ
唐津市坊主町433-1
唐津総合庁舎

佐賀西部流域林業活性化センター
0955-73-9348
唐津農林事務所林務課

長崎県 7月～10月 児童・生徒木工工作コンクール 県内小中学校 長崎県木材青壮年連合会
長崎県木材組合連合会
０９５－８２７－０７８６

9/21 森の集い 佐世保市中央公園 佐世保市教育委員会
長崎県木材組合連合会
０９５－８２７－０７８６

10/11
　　　～12

まちづくり総合住宅フェアー 長崎市浜の町アーケード
まちづくり総合住宅フェアー実行委員
会

長崎県木材組合連合会
０９５－８２７－０７８６

11/9 木工教室 島原市垂木台地 長崎県島原振興局
林務課
０９５７－６３－５０７３

熊本県
10／4～5 くまもと県民木材ふれあい祭り 熊本市「熊本木材工業団地」

くまもと県民木材ふれあいまつり実行
委員会

０９６－３８２－７９１９
（熊本県木材協会連合会）

10/16
県産材需要拡大県民運動推進大
会

熊本市「熊本テルサ」
熊本県・県産材需要拡大県民運動推
進会議

０９６－３８３－１１１１（内５６４
０）熊本県木材流通対策室

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５６４
０）熊本県木材流通対策室

10/19、11/2、16 間伐体験・森林教室 松橋町・豊野町・小川町 県宇城地域振興局林務課
０９６４－３２－２１１１
（県宇城地域振興局林務課）

11月上旬 木工教室 下益城郡小川町（小川町産業祭） 宇城地域木材需要拡大推進協議会
０９６４－３２－２１１１
（県宇城地域振興局林務課）

10/18 たまなアグリフェスティバル 菊水町「民家村」 玉名地域木材需要拡大推進協議会
0968-74-2138
（県玉名地域振興局林務課）

9/20 菊池畜産フェスティバル 菊池郡大津町  「熊本県畜産市場」 菊池地域木材需要拡大推進協議会
0968-25-1039
（県菊池地域振興局林務課）

10/12、16 木工教室 益城町、御船町内 上益城木材需要拡大推進協議会
096-282-2111(351)
（県上益城地域振興局林務
課）

10月～11月 水とみどりのスクール
八代市「麦島小学校」、「妙見創造の
森」

麦島小５年生ＰＴＡ、八代市みどり推
進協議会

0965-32-1988（八代地域木材
需要拡大推進協議会）

10/19 氷川源流と森林体験(仮称)
熊本県立八代農業高校
泉分校

八代北ロータリークラブ
0965-32-1988（八代地域木材
需要拡大推進協議会）

10/9、10 人吉球磨建築木工まつり 人吉市「人吉能力開発センター」 人吉球磨建築木工まつり実行委員会
0966-22-3523
黒木建具製作所　黒木典夫

10月下旬 住宅ツアー 球磨郡一円 人吉球磨木造住宅推進協議会
0966-42-2223
上球磨木材　豊永

9月～2月 木工作品コンクール 球磨郡一円の中学校 球磨地域木材需要促進対策協議会
0966-22-4396
（県球磨地域振興局林務課）

大分県 11/2～11/3 木と暮らしのフェア２００３ 大分市　ビッグアイ西口ゲート前広場 木と暮らしのフェア実行委員会
097-532-7151（大分県木材協
同組合連合会内）

10/8 乾燥材講演会 日田市　日田木材協同組合 大分県
097-536-1111（内線3848)林業
振興課

11月上旬 真玉ふれあい木工教室 真玉町 西高地域林業振興協議会
0978-53-5111(真玉町農林水
産課）

11月上旬～中旬木工教室 国見町・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）

10月下旬 直川村憩いの森木工まつり 直川村　憩いの森キャンプ場 直川村 0972-58-2111（直川村）

11月中旬～下旬 第３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
0974-22-0140（大野地方振興
局林業課）

10月下旬 九重ふるさと祭り　 九重町役場前 九重町 0973-76-3804（九重町）

11月上旬 玖珠町農業祭 玖珠町　玖珠川河川敷 玖珠町 0973-72-1111（玖珠町）

10/25～10/26 第２５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）

10/4～10/5 ウッドフェスタ2003福岡 福岡市市植物園
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都道府県 期　間 行　　　　事　　　　名 開催地及び会場名 主　　　　催　　　　等 問    合    先

宮崎 9/21～23 ウッドフェスティバル2003 宮崎市　ＪＡアズム前広場 宮崎県木材需要拡大推進会議
宮崎県木材振興課
0985-27-7682

9/13～14
全国植樹祭記念「悠久の森づくり
ボランティア全国大会」

西都市　西都市市民会館ホール他 宮崎森づくりボランティア協議会
同大会事務局
0985-60-3911

10/11
全国植樹祭記念
西臼杵地区地域植樹祭

高千穂町　三秀台 宮崎県　他
宮崎県全国植樹祭準備室
0985-26-0209

10/17
宮崎県育林祭
（東臼杵地区地域植樹祭）

日向市　グリーンパーク 宮崎県　他
宮崎県森林保全課
0985-26-7159

10/12 おもしろ創作活動 高岡町　共に学ぶ森 宮崎県　他
宮崎県森林保全課
0985-26-7160

10/30～31 女性林研全国大会 宮崎市　宮崎市民プラザ 宮崎県　他
宮崎県山村対策室
0985-26-7157

9/27 親子ふれあい木工教室
宮崎市　県森連宮崎林産物流通セン
ター

宮崎県森林組合連合会
宮崎県森林組合連合会
0985-25-5133

10/25 親子ふれあい木工教室
宮崎市　県森連宮崎林産物流通セン
ター

宮崎県森林組合連合会
宮崎県森林組合連合会
0985-25-5133

鹿児島県 9/7,12/7 バスで行く木の家見学会 加世田農林水産事務所管内 川辺地区林材協会 ０９９３－５３－３１１１

10月上旬 木材需要拡大要望活動 各地区 各地区林材協会 －

10/8～9 木材需要拡大要望活動 県内９６市町村 鹿児島県林材協会連合会 ０９９－２６０－５３５６

10月上旬 おおすみ木材まつり 鹿屋市霧島ヶ丘公園 大隅流域森林・林業活性化センター ０９９４－４３－３１２１

10月上旬 森林のまつりＦｒｏｍあいら 姶良郡隼人町（大型スーパー） 森林のまつり実行委員会 ０９９５－６３－３００８

11/22～23 くらしと木材まつり 出水市陸上競技場隣 出水地域木材利用推進協議会 ０９９６－６３－３１１１

11/22～23 かごしま木材まつり 鹿木協連木材流通センター かごしま木材祭実行委員会 ０９９－２６０－５３５６

12月上旬 林業フェア 名瀬市 大島流域林業活性化センター ０９９７－５３－１１１１

沖縄県 9/12～9/15 第８回沖縄ｳｯﾃﾞｨｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｪｱ ﾌﾟﾗｻﾞﾊｳｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（沖縄市）
沖縄県・沖縄ｳｯﾃﾞｨｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｪｱ実行委
員会

沖縄県木材産業協同組合
098-868-3656

9/26 ウッディフェア交流会 ﾌﾟﾗｻﾞﾊｳｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（沖縄市） 沖縄ｳｯﾃﾞｨｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｪｱ実行委員会
沖縄県木材産業協同組合
098-868-3656

10/6～10/10 「木の日」のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 沖縄県庁１皆ロビー 沖縄県 沖縄県林務課098-866-2295
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