
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 
【終了】 

4月 29日（日） 

カタクリの咲く早

春の森歩き 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

雪融けから間もないこの

時期。冬の間雪に覆われて

いた森には早春の植物た

ちが姿を現します。まだ

木々が芽吹く前の色彩が

乏しい森に、カタクリやシ

ョウジョウバカマ等、早春

の植物の花が咲くと、そこ

だけ春が先駆けてやって

きたように感じます。この

日は、そんな様子が見られ

る学びの森を歩きます。 

先着 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。 

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 

【終了】 

5 月 12 日（土）、13

日（日） 

ヴァイオリンの音

色で感じる新緑の

森 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

暖かな日が差し込み、春の

気配がしはじめた森の中

…。見上げると日に照らさ

れた薄緑色の葉っぱたち。

そんな森の中に寝転がっ

て、ヴァイオリンの音を聴

きつつ、沢のせせらぎや風

の音など自然の音にも耳

を傾けて春の森を全身で

体感してみませんか？歩

く距離はとても短いので

森歩きが不安な方でも大

丈夫です！ 

先着 15名 小学生以上 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 
【終了】 

5月 27日（日） 

ツツジ咲く那須平

成の森を歩こう！ 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

グリーンシャワーがまぶ

しい５月。真新しい緑に混

じって、赤や紫、白色のツ

ツジ達が色を添えます。 

フィールドセンターから

学びの森を縦走し、清森亭

へ。ゆっくりとランチを楽

しんだ後、白戸川を渡って

帰途につきます。ツツジを

愛でながら約４キロのロ

ングトレイルを楽しみま

しょう。 

先着 8名 小学生以上 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。 

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 
【終了】 

6月 2日(土) 

植生管理プログラ

ム「新ルートのトレ

イル整備作業」 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

那須平成の森未公開のエ

リアにある「余笹新道（よ

ささしんみち）」。数人がか

りで抱えるような巨樹や、

巨岩が目を引く独特の雰

囲気を持った道です。 

この余笹新道を新たなル

ートとして開放すべく、整

備作業を進めています。 

今年中にプレオープンす

る予定ですが、まだまだや

るべき作業が山積み。ぜひ

皆さんのお力をお貸しく

ださい。今回と 9月の作業

にご協力頂いた方は、プレ

オープン記念ガイドウォ

ーク（10月の紅葉時期を予

定）にご招待します！！ 

先着 7名 高校生以上 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。 

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 
【終了】 

6月 30日(土) 

今日から始める『コ

ケ』の自然観察 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

小さくて分かりにくいイ

メージのコケ。今回は、こ

れから観察を始めたい人

向けに、その生態や自然の

中での役割などを、森を散

策しながら学んでいきま

す。また特別に、コケを身

近に観察できる「コケテラ

リウム」を作成します。 

先着 15名 高校生以上 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。 

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 
7 月 14 日(土)、15

日(日) 

ムシ・虫・たんけん

隊出動!! 

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、昼間は捕虫

網やビーティングネット、

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。 

夜間は、ライトトラップ

で、どんな虫が集まるか

な？どのような自然環境

に生息しているのか、虫が

各回先着

15名 
小学生以上 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。 

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/ 



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、

那須平成の森で昆虫を探

そう!! 

那須 7月 29日(日) 

 

植生管理プログラ

ム「みんなでつくろ

う！カエルが孵る

池」 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

カエルが暮らせる環境っ

てどんなところ？卵を産

み、孵ったオタマジャクシ

がまたカエルになれるよ

うな…そんなため池をみ

んなで力を合わせて作り

ます。 

先着 10名 小学生以上 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。 

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 4日(土) 

親子でたいけん！

森の生きものにな

りきろう！ 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

集まれ親子！今日の気持

ちは、野生動物！森の中を

おもいきり動き回って 

気配を消したり、探したり

…。自分たちが動物になり

きって、森で過ごします。 

五感を研ぎ澄ませば、森の

様子や野生動物の視点が

わかるはず！茶や灰色な

ど動物の毛のような色、濃

緑など森に溶け込めるよ

うな色の服でご参加くだ

さい。 

先着 20名 

5歳以上（小学生

以下は保護者同

伴） 

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。 

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 26日(日) 

大人も子供も♪イ

ンタープリターと

学ぶほ乳類モニタ

リング調査！ 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

那須平成の森には、20種類

を超える「ほ乳類」が生息

していますが、夜に活動す

る種類が多いので、なかな

か姿を見ることは出来ま

せん。そのため、森の中に

いくつか「センサーカメラ

（自動撮影装置）」を仕掛

けて、動物がどのような暮

らしをしているのか、調べ

ています。今回のモニタリ

ングプログラムでは、その

先着 8名 小学生以上 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。 

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/ 



調査に特別に同行しても

らいます！我々インター

プリターと一緒に、豊かな

森に棲む「ほ乳類」を調べ

てみませんか？ 

 

（最終更新日：平成 30年 7月 2日） 


