
ふれあい関係行事一覧  事務所名：那須管理官事務所 

事務

所 
開催日 行事名 場所 活動内容 

規模 

（参加人

数） 

対象 

継続 

/ 

新規 

主催者 スタッフ 申し込み方法 備考 

那須 
毎日 

（休園日を除く） 

那須平成の森 無

料ミニプログラム 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

30 分のミニプログラム。当

日受付。様々な自然の楽し

み方をインタープリター

がご案内します。 

各 15名 どなたでも 継 

環境省 

那須平成の

森運営会 

公益財団法人キープ

協会（那須平成の森運

営管理業務請負者） 

当日、直接那須平成の森フィ

ールドセンターにお越しくだ

さい。 

開催時間や 1 日の実施回数な

どのお問い合わせは那須平成

の森フィールドセンターま

で。 

那須平成の森 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/ 

那須 
5月～12月 

主に土日祝日 

那須平成の森 ガ

イドウォーク 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

「学びの森」に入れるのは

このガイドウォーク参加

者だけ。2時間、3.5時間、

5.5 時間のプログラムがあ

ります。豊かな森をインタ

ープリターの解説ととも

にじっくりとお楽しみく

ださい。 

各 15名 小学生以上 継 環境省 

公益財団法人キープ

協会（那須平成の森運

営管理業務請負者） 

ガイド当日の３日前までに要

予約（空きがあれば当日申込

可）。 

予約・お問い合わせは那須平

成の森フィールドセンターま

で。 

那須平成の森 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/ 

那須 
1月～3月 

主に土日祝日 

那須平成の森 ス

ノーシューガイド 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

2 時間、3 時間のプログラ

ムがあります。スノーシュ

ーで冬の森を楽しみまし

ょう。 

各 10名 小学生以上 継 環境省 

公益財団法人キープ

協会（那須平成の森運

営管理業務請負者） 

ガイド当日の３日前までに要

予約（空きがあれば当日申込

可）。 

予約・お問い合わせは那須平

成の森フィールドセンターま

で。 

那須平成の森 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/ 

那須 ご希望に応じ 
団体向け 自然体

験・学習プログラム 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

団体（15名以上）向けのオ

ーダーメイドプログラム

です。 

プログラム内容、時間帯な

ど、ご要望に合わせたプロ

グラムをご提案いたしま

す。 

－ － 継 環境省 

公益財団法人キープ

協会（那須平成の森運

営管理業務請負者） 

お問い合わせは那須平成の森

フィールドセンターまで。 

那須平成の森 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/ 

那須 4月 23日（日） 

可愛いだけじゃな

い！？カタクリと

ショウジョウバカ

マがともに咲く森

へ 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

那須平成の森では春の妖

精カタクリ、同じくユリ科

の仲間であるショウジョ

ウバカマを一緒に楽しむ

ことができます。可愛さだ

けでなく賢さとたくまし

9名 高校生以上 継 環境省 

公益財団法人キープ

協会（那須平成の森運

営管理業務請負者） 

プログラム当日の３日前まで

に要予約（空きがあれば前日

まで申込可）。 

予約・お問い合わせは那須平

成の森フィールドセンターま

で。 

那須平成の森 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/ 



さも持ちあわせた、生き方

の異なる 2つの花がともに

咲く森の奥へ、新たな魅力

を探しに出かけません

か？ 

那須 5月 28日（日） 

ツツジ咲く森で、自

然のパワーを感じ

よう 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

青々と葉を広げる木々、咲

きはじまる白や赤色のツ

ツジ 

鳥がラブソングを奏で、生

きものは恋（繁殖）の季節

を迎えます。歩くだけでも

とっても気持ちいい、この

季節。自然の力強い変化を

感じながら、約 3kmの行程

をゆっくりと歩きます。 

9名 高校生以上 継 環境省 

公益財団法人キープ

協会（那須平成の森運

営管理業務請負者） 

プログラム当日の３日前まで

に要予約（空きがあれば前日

まで申込可）。 

予約・お問い合わせは那須平

成の森フィールドセンターま

で。 

那須平成の森 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/ 

那須 6月 4日（日） 

「新ルートのトレ

イル整備作業～元

御用邸用地の「未公

開エリア」で、気持

ちの良い汗をかこ

う♪～」 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

御用邸の森の中で、かつて

昭和天皇がご散策された

道であり、那須平成の森の

中でも未公開のエリアに

ある、その名も「余笹新道

（よささしんみち）」。 

このルートを、学びの森新

ルートとして開設するこ

とになりました。 

今回は新ルート開設にむ

けて、その整備作業を皆様

と一緒に行ないます。 

8名 高校生以上 継 環境省 

公益財団法人キープ

協会（那須平成の森運

営管理業務請負者） 

プログラム当日の３日前まで

に要予約（空きがあれば前日

まで申込可）。 

予約・お問い合わせは那須平

成の森フィールドセンターま

で。 

那須平成の森 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/ 

那須 
6月 12日（月）～13

日（火） 

ツリークライミン

グ ベーシックツ

リークライマー講

習会 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

ツリークライミングとは、

専用のロープやサドル、安

全保護具を利用して木に

登り、木や森、自然との一

体感を味わう体験活動で

す。ツリークライミングを

ご自身で安全に楽しまれ

たい方を対象に最も基本

的な技術を学びます。 

なお、本行事は、「ツリー

クライミングジャパン」公

6名 

最少遂行

人数 2名 

16歳以上 新規 

【主催】 

環境省（那須

高原ビジタ

ーセンター） 

【共催】 

ツリークラ

イミングジ

ャパン 

NPO 法人那須高原自然

学校（那須高原ビジタ

ーセンター管理運営

業務請負者） 

ツリークライミング

ジャパンオフィシャ

ルインストラクター 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

または、ツリークライミング

ジャパンホームページよりお

申し込みください。 

那須高原ビジターセンタ

ー 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/vc/event/tre

eclimbing 

 

ツリークライミングジャ

パン 

http://www.treeclimbing

japan.org/licence.html 



式の講習会です。 

那須 6月 15日（木） 

県民の日特別プロ

グラム 

「木の枝のエンピ

ツづくり」 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

木の枝に鉛筆の芯を入れ

て、世界に 1つだけのエン

ピツを作りましょう♪ 

栃木県民の日なので、参加

費は無料です！！ 

なし 小学生以上 新規 

環境省（那須

高原ビジタ

ーセンター） 

NPO 法人那須高原自然

学校（那須高原ビジタ

ーセンター管理運営

業務請負者） 

当日、直接那須高原ビジター

センターにお越しください。 

那須高原ビジターセンタ

ー 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/vc/event/toc

higiday 

那須 
5月 1日（月） 

～6月 30日（金） 

那須ブラーゼン企

画展示 

「GO!GO!BLASEN!!」 

 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

那須ブラーゼンは、日本初

の観光地での地域密着型

ロードレースチームです。

自転車による那須地域の

活性化・健康・観光、そし

て自転車の復興・普及に寄

与し、地域に根差し愛さ

れ、貢献するチームを目指

しています。 

設立 5年間の実績、自転車

やユニフォーム展示や試

着、地域貢献活動の紹介を

しています。 

実際に選手がレースで使

う自転車を漕ぐことが出

来ます。 

なし どなたでも 新規 

【主催】 

環境省（那須

高原ビジタ

ーセンター） 

【協力】 

那須ブラー

ゼン 

NPO 法人那須高原自然

学校（那須高原ビジタ

ーセンター管理運営

業務請負者） 

当日、直接那須高原ビジター

センターにお越しください。 

那須高原ビジターセンタ

ー 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/vc/event/gog

oblasen 

那須 
【新】 

7月 2日（日） 

環境教育プログラ

ム「PROJECT・WILD」

エデュケーター講

習会 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

PROJECT・WILD（プロジェ

クト・ワイルド）とはアメ

リカで開発された、野生生

物をテーマにした世界的

にも定評のある環境教育

プログラムです。 

野生生物の生活や適応・増

減・工夫を屋外で体を動か

しながらゲーム形式、座学

で学習できる体験学習の

手段です。 

この講習会を修了すると

エデュケーターの資格を

取ることが出来ます。 

20名 

18 歳以上の方

で、動物園・

水族館職員、

自然・野外体

験 活 動 従 事

者、教員、環

境に関係する

市町村職員、

その他興味の

ある方 

 

新規 

【主催】 

環境省（那須

高原ビジタ

ーセンター） 

那須どうぶ

つ王国 

NPO 法人那須高原自然

学校（那須高原ビジタ

ーセンター管理運営

業務請負者） 

 

PROJECT・WILD ファシ

リテーター 

菅野 泰介氏（ 那須

どうぶつ王国） 

他 

 

申込用紙にご記入の上、お申

し込み下さい。 

PROJECT・WILDのエデュケ

ーターはご自分の活躍さ

れている現場で、体験者や

子どもたちに環境教育を

わかりやすく伝え、様々な

プログラムを提供する事

が出来ます。 

 

那須高原ビジターセンタ

ー 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/vc/event/pw 

 

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/event/gogoblasen
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/event/gogoblasen
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/event/gogoblasen


那須 
【新】 

7月 23日（日） 

ムシ・虫・たんけん

隊出動!! ～昆虫を

見て、触れて、理解

して、地球のことま

で好きになる～ 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

7 月は、昆虫達がもっとも

活発に活動する季節！今

回は調査気分で、捕虫網や

吸虫管、ファイバースコー

プなど様々な道具を使い、 

虫を採集・観察します。ど

のような自然環境に生活

しているのか、虫が大好

き・追い続けて約 30年の 

インタープリターと一緒

に、虫目線になって、普段

は自由に歩くことが出来

ない那須平成の森の中を

探検しよう！※さいごに、

採集した昆虫類は全て放

します。 

15名 
小学 4年生以

上 
新 環境省 

公益財団法人キープ

協会（那須平成の森運

営管理業務請負者） 

プログラム当日の３日前まで

に要予約（空きがあれば前日

まで申込可）。 

予約・お問い合わせは那須平

成の森フィールドセンターま

で。 

那須平成の森 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/ 

那須 

【新】 

8 月 6 日（日）、13

日（日）、20日（日）、

27日（日） 

「なんでも木でつ

くっちゃおう！ 

～夏休みクラフト

森の生きもの編～」 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

木をさわって、生きものを

さがして、森の中で自然体

験をしたあとは、木の枝、

輪切り、実などを組み合わ

せて、自由に森の生きもの

を作ります。マグネットで

くっつく生きものに大変

身！夏休みの工作課題も

これで解決！意外と大人

も夢中になります！ 

各回 15名 

小学生以上

（ご家族に未

就学児がいる

場合、無料の

同伴が可能） 

 

新 環境省 

公益財団法人キープ

協会（那須平成の森運

営管理業務請負者） 

事前予約優先（空きがあれば

当日申込み可）。 

予約・お問い合わせは那須平

成の森フィールドセンターま

で。 

那須平成の森 

http://www.nasuheiseino

mori.go.jp/ 

（最終更新日：平成 29年 6月 7日） 


