
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.nasuheise

inomori.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.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.nasuheise

inomori.go.jp/ 

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

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/ 



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 
【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

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/ 



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？ 

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ト

にご講演いただきます。 

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

あぶくま NSネット） 

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/ 

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「ＥＮＪ

ＯＹ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。 

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/ 

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

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

式の講習会です。 

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】 

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 

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

申し込みください。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheisei

nomori.go.jp/vc 

 

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「ＥＮＪ

ＯＹ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/ 

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


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。 

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

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） 

 

プロジェクトラーニ

ングツリー インス

トラクター 

 

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/  

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「ＥＮＪ

ＯＹ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/ 

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


那須 
【終了】 

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 

【終了】 

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 
【終了】 

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 

【終了】 

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「ＥＮＪ

ＯＹ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 
【終了】 

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 

【終了】 

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 

【終了】 

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 

【終了】 

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 
【終了】 

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 

【終了】 

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） 

2月 17日（日） 

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「ＥＮＪ

ＯＹ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

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

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 23日（土） 

2月 24日（日） 

板キーホルダー作りも体

験できます。 

那須 
【終了】 

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 
【終了】 

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「ＥＮＪ

ＯＹ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

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

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/ 



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。 

学 教 育 や 体

験 型 教 育 に

興味のある方 

那須 

【新】 

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「ＥＮＪ

ＯＹ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 
【新】 

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

ス取得コースとなります。 

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/ 

那須 
【新】 

4月 14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

先着 9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/ 



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。 

那須 
【新】 

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。 

那須高原ビジターセン

ター 

http://www.nasuheise

inomori.go.jp/vc/ 

（最終更新日：平成 31年 2月 28日） 


