
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.nasuheise

inomori.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.nasuheise

inomori.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.nasuheise

inomori.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.nasuheise

inomori.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.nasuheise

inomori.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.nasuheise

inomori.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

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 



楽しみましょう。 

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.nasuheise

inomori.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

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 



成します。 

那須 

【終了】 

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!! 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 
【終了】 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 



那須 
【終了】 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 
【終了】 

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？ 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 
【終了】 

9月 2日（日） 

講演会「まさか！

のときの生き残り

塾」 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

大震災や豪雨、噴火等日

常生活の中に潜む「まさ

か！」に負けないよう、

身近なものを使ってたく

ましく生きのびる術を自

然体験指導のエキスパー

30名 どなたでも 新 環境省 

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） 

 

進士 徹氏（NPO 法人

9月 2日 12時までに要予約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 



トにご講演いただきま

す。 

あぶくま NSネット） 

那須 
【終了】 

9月 6日（木） 

救急救命法講習会

「メディックファ

ーストエイド」講

習会 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

メディックファーストエ

イドは一般市民レベルの

応急救護の手当の訓練プ

ログラムです。小児と乳

児、および成人のための

CPR（心肺蘇生法）、AED

（自動体外式除細動）と

その他の応急手当（ファ

ーストエイド）を習得で

きます。 

12名 

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 環境省 

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） 

 

メディックファース

トエイド インスト

ラクター 

 

8月 30日までに要予約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 

【終了】 

9月 1日（土） 

9月 2日（日） 

9月 8日（土） 

9月 9日（日） 

9月 15日（土） 

9月 16日（日） 

9月 17日（月祝） 

9月 22日（土） 

9月 23日（日） 

9月 24日（月祝） 

9月 29日（土） 

9月 30日（日） 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！9月 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

毎月開催している「ＥＮ

ＪＯＹクラフト」は那須

甲子地域の自然に親しむ

ネイチャークラフトで

す。 

9月は、那須甲子地域で拾

った石にお絵かきをする

ストーンペイント。 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 
【終了】 

9月 8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） 

那須平成の森の未公開エ

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

先着 5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） 

プログラム実施日の前日まで

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 



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。 

那須 
【終了】 

9月 15日(土) 

リンドウから知る

那須平成の森 6 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

2013年より行っているリ

ンドウの調査、管理プロ

グラムも今年で 6年目。

リンドウの数を調べ、笹

刈りなどの環境つくりを

行います。そして今回

は、来園者に調査区域と

活動内容を伝えるための

看板を設置します。毎年

リンドウの数は増えてい

ますが、今年はどうなっ

ているでしょうか。初め

ての方も以前参加された

方も、一緒に変化を観察

してみませんか？ 

先着 10

名 

小学生以上

(小学生は保

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） 

プログラム実施日の前日まで

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 

【終了】 

10月 6日（土） 

10月 13日（土） 

10月 20日（土） 

 

西郷コンシェルジ

ュ 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

10月企画展示「まるごと

遊ぼう西郷村」連動企画

として、ツーリズムガイ

ドにしごうのスタッフが

来館、自然散策コースな

ど西郷村の旅をご紹介し

ます。 

10/13（土）はイメージキ

ャラクター「ニシゴー

ヌ」も来館予定。西郷村

特産品の販売も予定して

います。 

なし どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 

【終了】 

10月 19日（金） 

～20日（土） 

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、

那須町野外研

修センター 

（栃木県那須

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

先着 6名 

最少遂行

人数 2名 

16歳以上 新 

【主催】 

環境省（那須

高原ビジタ

ーセンター） 

【共催】 

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

10月 5日 17時までに要予約。

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

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheisei

nomori.go.jp/vc 

 

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


町） 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」公式

の講習会です。 

ツリークラ

イミングジ

ャパン 

ジャパンオフィシャ

ルインストラクター 

申し込みください。 ツリークライミングジ

ャパン 

http://www.treeclimb

ingjapan.org/licence

.html 

那須 

【終了】 

10月 6日（土） 

10月 7日（日） 

10月 8日（月祝） 

10月 13日（土） 

10月 14日（日） 

10月 20日（土） 

10月 21日（日） 

10月 27日（土） 

10月 28日（日） 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！10月 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

毎月開催している「ＥＮ

ＪＯＹクラフト」は那須

甲子地域の自然に親しむ

ネイチャークラフトで

す。 

10月は、木製のコースタ

ーに焼きペンで自由に絵

付けをするウッドコース

ター作りです。 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 
【終了】 

10月 21日(日) 

明日から紅葉の見

え方が変わりま

す！大人の紅葉実

験 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

「どうして秋に葉の色が

赤や黄色に変わるのだろ

う？」「紅葉する植物とし

ない植物が存在するのは

なぜ？」そんな風に考え

ると、普段見慣れている

紅葉の違った側面に出会

えるかもしれません。紅

葉の様子を見るだけで

は、もったいない！実は

知らない「植物の生き残

りをかけた紅葉戦略」。森

を歩きながら探ります！ 

先着 15

名 
中学生以上 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） 

プログラム実施日の前日まで

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 
【終了】 

10月 25日（木） 

プロジェクトラー

ニングツリー講習

会 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

プロジェクトラーニング

ツリーとは、幼稚園児か

ら高校生までを対象とし

た、木を主なテーマにし

たアクティビティを通し

て、楽しく身の回りの環

先着 15

名 

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

新 環境省 

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） 

 

プロジェクトラーニ

 

10 月 21 日 17 時までに要予

約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

那須高原ビジターセン

ター 

 http://www.nasuheis

einomori.go.jp/vc/  

http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/?p=4557&preview=true
http://www.nasuheiseinomori.go.jp/vc/?p=4557&preview=true


境について学び考えるア

メリカの環境教育プログ

ラムです。今回の講習会

では、その実施者養成の

ため指導法を学びます。 

ある方 ングツリー インス

トラクター 

那須 

【終了】 

11月 3日（土） 

11月 4日（日） 

11月 10日（土） 

11月 11日（日） 

11月 23日（金祝) 

11月 24日（土） 

11月 25日（日） 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！11月 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

毎月開催している「ＥＮ

ＪＯＹクラフト」は那須

甲子地域の自然に親しむ

ネイチャークラフトで

す。 

11月は、木の実などでお

しゃれに飾り付けるキャ

ンドルスタンド作りで

す。 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 

【終了】 

11月 17日（土） 

11月 18日（日） 

那須ビジ秋まつり

2018 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

那須町湯本の「那須高原

ビジターセンター」で

は、今年も秋まつりを開

催します。那須甲子地域

の方々による工作体験や

活動紹介、ガイドウォー

クなど盛りだくさん。子

どもから大人まで楽しむ

ことが出来るイベントで

す。今年も 2日間の開催

です。 

主な内容：ツリークライ

ミング体験会、アルパカ

と触れ合おう、地元農産

物料理のふるまい、写真

教室、どんぐりクラフト

など 

なし どなたでも 新 環境省 

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） 

当日参加可能、予約不要 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 



那須 12月 4日(火) 冬のための準備隊 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

那須平成の森では、本格

的な積雪シーズンをむか

える前に、森への感謝の

気持ちを込めて、冬に備

えた準備を行います。具

体的には、ふれあいの森

のコースの目印付けやシ

ンボルツリー（積雪量が

一目瞭然）作りなど。さ

らには、冬の森の楽しみ

方や森に棲む動物達など

のお話をまじえながら、

参加者の皆さまと一緒

に、森の冬じたくを行い

ます！ 

先着 15

名 

小学 5年生以

上(小学生は

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） 

プログラム実施日の前日まで

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 

12 月 8日(土)、9 日

(日)、15日(土)、16

日(日)、22日(土)、

23日(日)、24日(月・

祝) 

モミのハンドクリ

ーム作り 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

那須の森に生えるモミを

つかって、100％天然素材

のハンドクリームをつく

ります。 

各回 10

名 

小学生以上

(小学生は保

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） 

プログラム実施日の前日まで

に要予約。当日空きがあれば

受付可。 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 12月 4日（火） 
マインドマップ講

習会 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

英国生まれの思考ツール

「マインドマップ」は、

頭の中で起こっているこ

とをマップに描き出して

「視える化」し、ひらめ

きを促し発想を広げるた

めの手法です。アイディ

アを生み出しやすくなっ

たり、頭の中の整理整頓

ができ、会議やワークシ

ョップ、日常のメモを取

るのにも便利。講習で

は、実際に体験しなが

ら、その手法の基礎から

学びます。 

25名 

環境教育活動

従事者、教

員、地域づく

りに関係する

市町村職員、

その他興味の

ある方 

新 環境省 

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） 

11月 29日までに要予約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 



那須 

12月 1日（土） 

12月 2日（日） 

12月 8日（土） 

12月 9日（日） 

12月 15日（土） 

12月 16日（日） 

12月 22日（土） 

12月 23日（日） 

12月 24日（月祝） 

12月 25日（火） 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！12月 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

毎月開催している「ＥＮ

ＪＯＹクラフト」は那須

甲子地域の自然に親しむ

ネイチャークラフトで

す。 

12月は、松ぼっくりをキ

ラキラにデコレーション

して作る小さなクリスマ

スツリー「松ぼっくりツ

リー」です。 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 12月 23日(日) 

森で過ごすクリス

マスナイト in那須

平成の森 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

夕食前の時間に、少しず

つ暗くなる夕暮れの森を

感じます。また、自分へ

のクリスマスプレゼント

として革を使って葉をか

たどった『リーフキーホ

ルダー』も作ります。少

し早いクリスマス気分

で、夕方の森をゆっくり

と過ごしてみませんか。 

先着 15

名 

小学 5年生以

上(小学生は

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） 

プログラム実施日の前日まで

に要予約。当日空きがあれば

受付可。 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 
12月 3日（月）～ 

1月 14日（月祝） 

企画展示 

「驚きと感動がいっ

ぱい！那須どうぶ

つ王国」 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

みなさんは「動物園」という

と、どんな施設のイメージ

がありますか？那須町の

体験型動物園「那須どうぶ

つ王国」は、ライチョウやツ

シマヤマネコ保全活動を始

め、プラスチック製品の切

り替え、ESD 活動など、地

球環境を未来に繋ぐ取り

組みを積極的に行ってい

ます。 

今回の企画展示では、そ

れら動物園の社会的役割

に注目して紹介いたしま

す。 

なし どなたでも 新 環境省 

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） 

協力：那須どうぶつ王

国 

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.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 



那須 
12月 27日（木）～1

月 6日（日）の毎日 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！冬休み 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

冬休みメニューは自然の

木の枝を柄にして作るス

プーン・フォーク作り「木

の枝カトラリー」。期間中

は毎日開催いたします。さ

らに 1/1（火）～3（木）の

3日間は書初め体験（無料）

も加わり、冬休みは盛りだ

くさんです！ 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 

1月 12日（土） 

1月 13日（日） 

1月 14日（月祝） 

1月 19日（土） 

1月 20日（日） 

1月 26日（土） 

1月 27日（日） 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！1月 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

1月は、自然の木の枝を柄

にして作るスプーン・フ

ォーク作り「木の枝カト

ラリー」です。自然の風

合いを活かして、おしゃ

れなカトラリーを作って

下さい。 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 1月 19日(土) 
満月の森スノーシ

ューハイク 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

標高 1,000m 冷たく澄ん

だ空気の中、森にひろが

るザクザクとスノーシュ

ーで歩く音。他には人の

いない森をゆっくり歩き

ます。 

夜の森を楽しんだ後は月

の光の下、ゆっくりお茶

を飲み、体を温めてリラ

ックスしましょう。 

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） 

プログラム実施日の前日まで

に要予約。当日空きがあれば

受付可。 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 

2月 2日（土） 

2月 3日（日） 

2月 9日（土） 

2月 10日（日） 

2月 11日（月祝） 

2月 16日（土） 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！2月 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

毎月開催している「ＥＮ

ＪＯＹクラフト」は那須

甲子地域の自然に親しむ

ネイチャークラフトで

す。 

2月は、松ぼっくりを土台

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 



2月 17日（日） 

2月 23日（土） 

2月 24日（日） 

にして作る「松ぼっくり

リース」です 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

那須 2月 11日（月祝） 

銀粘土でチャーム

作り～植物の表情

を銀細工に残す～ 

 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

雪の下で春を待つ植物た

ちを探し、銀粘土に型押

しして、可愛い自然の模

様の純銀製チャームを作

ります。寒さに負けない

植物のパワーを封じ込め

たチャームを身に着けれ

ば、きっと元気が湧いて

くるはず♪屋外でのミニ

ミニ植物観察会&室内での

クラフト体験です。 

15名 

（定員に

達し次第

締切） 

どなたでも 新 環境省 

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） 

1 月 1 日～2 月 5 日の募集期

間中に要予約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 2月 16日(土) 
満月の森の中のス

ノーシューハイク 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

満月の森をインタープリ

ターとスノーシューを履

いて歩きます。 

静かな森の中で、日常と

は違うひとときを楽しみ

ましょう。 

先着 15

名 

小学 5年生以

上(小学生は

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） 

プログラム実施日の前日まで

に要予約。当日空きがあれば

受付可。 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 

3月 2日（土） 

3月 3日（日） 

3月 9日（土） 

3月 10日（日） 

3月 16日（土） 

3月 17日（日） 

3月 21日(木祝)～31

日（日）は毎日 

（休館日を除く） 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！3月&春休み 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

毎月開催している「ＥＮ

ＪＯＹクラフト！」は那

須甲子地域の自然に親し

むネイチャークラフトで

す。 

3月は、木のブロックを自

由な発想で組み合わせて

作る「積み木クラフト」

です。 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 



那須 3月 11日（月） ＧＥＭＳ体験会 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

科学や数学をテーマとし

た参加者体験型の学習プ

ログラム「ＧＥＭＳ（ジェ

ムズ）」の体験会を開催し

ます。 

体験学習の理論に基づき、

ただ実験や観察をするだ

けでなく、子どもの自由な

想像力を引き出しながら、

科学や数学の基本概念や

方法を学び想像力や考え

る力を養う小学生～高校

生対象プログラムの、指導

者向け体験会です。 

20名 

18 歳以上で、

自然・野外体

験・環境教育

活動従事者、

教員、大学生、

教育に関係す

る 市 町 村 職

員、その他科

学 教 育 や 体

験 型 教 育 に

興味のある方 

新 環境省 

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） 

 

鴨川光氏（ジャパンＧ

ＥＭＳセンター） 

3月 7日までに要予約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 

4月 1日（月）～7日

（日）は毎日 

（休館日を除く） 

4月 13日（土） 

4月 14日（日） 

4月 20日（土） 

4月 21日（日） 

4月 27日（土） 

4月 28日（日） 

4月 29日（月祝） 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！4月&春休み 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

毎月開催している「ＥＮ

ＪＯＹクラフト！」は那

須甲子地域の自然に親し

むネイチャークラフトで

す。 

4月は、布製バッグに葉っ

ぱでぺとぺとスタンプし

て模様付けする「エコバ

ッグ作り」です。 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 4月 12日（金） 

救急救命法講習会

「メディック・フ

ァースト・エイド

講習会」 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

メディックファーストエ

イド（Medic First Aid＝

MFA）は一般市民レベルの

応急救護の手当の訓練プ

ログラムです。今回は

Childcare Plusコースと

なり、小児と乳児および

成人のための CPR（心肺蘇

生法）、AED（自動体外式

除細動）とその他の応急

手当を習得できる、国際

ライセンス取得コースと

12名 

18歳以上 

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 環境省 

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） 

 

MFA オフィシャルイン

ストラクター 

4月 5日までに要予約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 



なります。 

那須 4月 28日（日） 
野の花ガイドウォ

ーク① 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

早春の山野草を中心とし

た、90分間の自然観察

会。ツツジ群落で有名な

八幡つつじ園地は、実は

可愛らしい山野草の宝庫

でもあります。春らんま

んの園地をゆっくりお散

歩しながら、ガイドスタ

ッフ(森林インストラクタ

ー)が野の花たちの秘密を

ちょっとマニアックにご

紹介します♪スミレ類を

始め、春の妖精たちが出

迎えてくれるでしょう。 

1日 2回開催予定。 

各回 15

名 
どなたでも 新 環境省 

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） 

3 月下旬より募集開始～前日

までに要予約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

那須 

5月 1日（水祝）～6

日（月祝）は毎日 

5月 11日（土） 

5月 12日（日） 

5月 18日（土） 

5月 19日（日） 

5月 25日（土） 

5月 26日（日） 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！5月 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

毎月開催している「ＥＮ

ＪＯＹクラフト！」は那

須甲子地域の自然に親し

むネイチャークラフトで

す。 

5月は、、キツネのお面に

絵付けしてオリジナルお

面を作る「キツネのお面

絵付け」です。 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名 

程度 

どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 

②5月 4日（土） 

③5月 5日（日） 

④5月 11日（土） 

野の花ガイドウォ

ーク②③④ 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

早春の山野草を中心とし

た、90分間の自然観察

会。ツツジ群落で有名な

八幡つつじ園地は、実は

可愛らしい山野草の宝庫

でもあります。春らんま

各回 15

名 
どなたでも 新 環境省 

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） 

3 月下旬より募集開始～前日

までに要予約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 



んの園地をゆっくりお散

歩しながら、ガイドスタ

ッフ(森林インストラクタ

ー)が野の花たちの秘密を

ちょっとマニアックにご

紹介します♪スミレ類を

始め、春の妖精たちが出

迎えてくれるでしょう。 

5月は 3日間・1日 2回開

催予定。 

那須 6月 15日(土) 
とちぎ県民無料デ

ー 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

6月 15日は栃木県民の

日。 

県民の皆さまのご愛顧に

感謝して、那須平成の森

では 6月 15日に「とちぎ

県民無料デー」を開催い

たします。この機会にぜ

ひ、那須平成の森を散策

してみませんか？ 

各回定員

15名 

小学生以上

(栃木県民限

定) 

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） 

抽選。申込み締切は 6 月 4 日

17:00 必着。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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 

【新】 

7月 6日（土） 

7月 7日（日） 

7月 13日（土） 

7月 14日（日） 

7月 15日（月祝） 

7 月 20 日（土）～7

月 30日（火）は水曜

休館日以外は毎日開

催 

ＥＮＪＯＹクラフ

ト！7月 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

毎月開催している「ＥＮ

ＪＯＹクラフト！」は那

須甲子地域の自然に親し

むネイチャークラフトで

す。 

7月は、木枠に木の実など

を自由に飾り付けて作る

写真立て「ネイチャーフ

ォトスタンド」です。 

固定メニューとして、プ

ラ板キーホルダー作りも

体験できます。 

各回 10

名程度 
どなたでも 新 環境省 

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） 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

 

当日参加可能 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

那須 
【新】 

7月 9日（火） 

講習会「Growing Up 

WILD講習会」 

那須高原ビジ

ターセンター 

（栃木県那須

町） 

「Growing Up WILD（グロ

ーイングアップ・ワイル

ド）」は、小さな子どもた

ちの自然に対する創造の

センスを磨き、野生生物

の世界を体感しながら、

楽しい学びを提供する体

20名 

18歳以上 

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

新 環境省 

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） 

6月 1日より募集開始～7月 5

日（金）までに要予約。 

那須高原ビジターセンターに

お問い合わせください。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 



験学習法。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「プロジェクト・ワ

イルド」の幼児向け版と

なります。この講習で

は、ゲーム形式や座学の

プログラムを実際に体験

し、自分で実施もしなが

ら指導者としての手法を

学びます。（屋外での実習

有り） 

ある方 

那須 
【新】 

7月 21日(日) 

インタープリター

と一緒に学ぶ、植物

調査！ 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

那須平成の森には数多く

の植物が自生していま

す。 

それらの最新の自然情報

は、インタープリターが

森を回りながら収集して

います。 

今回のモニタリングプロ

グラムでは、特に草本

（木ではない植物）のみ

を 

ピックアップし、インタ

ープリターが行っている

植物調査に同行してもら

います！ 

我々インタープリターと

一緒に、豊かな森に咲く

お花たちを調べてみませ

んか？ 

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） 

プログラム実施日の前日まで

に要予約。当日空きがあれば

受付可。 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

那須 

【新】 

8 月 3 日(土)～4 日

(日) 

夏休み！親子で森

の宿泊体験 

那須平成の森 

（栃木県那須

町） 

朝から夜まで、五感を使

って森をたくさん感じよ

う！源流の水の冷たさ 

森の生きものさがし 星

空の下、夜の森の静けさ 

朝、昼、夜と時間の変化

を楽しみながら、自分た

先着 20

名 

小学生以上の

親子 
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） 

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.nasuheise

inomori.go.jp/ 



ちで作る夕食はきっと格

別でしょう。宿泊は、那

須平成の森近くにあるロ

ッジを利用します。野外

宿泊初めての方でも安心

です。夏休み、家族の思

い出にいかがでしょう

か。 

 


