入場
無料

第 31 回森と花の祭典

みどりの感謝祭

感じよう

みどりの恵みと

木のぬくもり

みどりとふれあう
フェスティバル
2022
会場 ：

5/14

土 11:0017:00 ▶

5/15

日 10:0016:00

木場公園 イベント広場、 多目的広場等
※雨天決行荒天中止

中止の場合は、 公式サイトに表示します

と“木の温もり”
を五感で触れて癒されよう
“森の恵み”
！
キッズ向け & 大人も楽しいプログラム

森の恵みクラフト＆
木のふしぎ探検

他にも体験プログ
ラム
盛りだくさん！ が

（一 部有料）

木の一輪挿しに
「アサヒの森」の
こけ玉作り ・
草花を生けよう
ヒノキ間伐材を使って 木へんの漢字パズル
（フラワーセラピー体験） 「植木鉢」 を作る体験

マイ箸づくり体験

土のパステル
「Dopas （ドパス）」
でお絵描きしよう！

自然観察や木工クラフトなどの体験プログラムから、農山村の特産品の販売など、多彩なプログラムが満載！※プログラムは変更になる場合がございます。

今年の会場は

木場公園！

会場アクセス

東京都立木場公園 （江東区） 木場公園イベント広場、 多目的広場等

木場公園

・東京メトロ東西線「木場」(T13)下車 徒歩10 分
・東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄大江戸線「清澄白河」(E14)下車 徒歩15 分
・地下鉄新宿線「菊川」(S12)下車 徒歩15 分
・都バス とうきょうスカイツリー駅・深川車庫（業10）、錦糸町駅（東 20）
「木場四丁目」又は「東京都現代美術館前」下車

https://www.midorinokanshasai.com/

みどりの感謝祭

主催：農林水産省・林野庁、東京都、（公社）国土緑化推進機構、（一財）日本緑化センター、
（一財）日本森林林業振興会、（公財）東京都農林水産振興財団東京緑化推進委員会

検索

キッズ向け＆大人も楽しいプログラム
森の恵みクラフト＆木のふしぎ探検

木の一輪挿しに草花を生けよう （フラワーセラピー体験）

森林インストラクター東京会

花あそび～花寿庵～

【実施日時】 ①②ともに随時 ③11：00 〜／ 14:00 〜
【所要時間】①②③ともに1時間／１回
【回
数】①②ともに随時／ 1日 ③２回／１日
【制限人数】20 人／ 1回
【対象年齢】どなたでも
【参 加 費】 ①100 円〜 300 円、②③ともに無料
【受付方法】ブースにて受付
①木の実や小枝を使ったクラフト
②漢字のクイズ
③五感で楽しむ、木のふしぎ探検
・・・公園内の名木、巨樹を森林インストラクターがわかりやすく解説！
五感を使って、楽しみながら巡ります。

【実施日時】両日11:00 〜／ 12:00 〜／ 13:00 〜／
14:00 〜／ 15:00 〜
【所要時間】30 〜 40 分／１回
【回
数】5 回／ 1日
【制限人数】8 名／ 1回
【対象年齢】どなたでも（幼児は大人同伴）
【参 加 費】500 円
【受付方法】ブースにて受付
木の皮で 作った手作りの一輪 挿しに好きな草花を
飾って頂きます。どんな草花に魅かれるでしょうか？
一輪挿しはお持ち帰り頂き、ご自宅に帰ってからも
季節の草花をお楽しみ頂けます。

「アサヒの森」 のヒノキ間伐材を使って
「植木鉢」 を作る体験

こけ玉作り ・ 木へんの漢字パズル
日本植木協会

アサヒグループジャパン
アサヒの森環境保全事務所
【実施日時】 30 分毎
【所要時間】 25 分／１回
【回
数】 9 回 (14日)、7 回 (15日)
【制限人数】3 人／ 1回
【対象年齢】小学生以上
【参 加 費】 無料
【受付方法】各回毎に随時受付（入替制）
「アサヒの森」のヒノキ間伐材を使って「植木鉢」を作る体験プログラムです。輪切り
の丸太に穴を開けた植木鉢にお好みでデコレーションしていただき、オリジナル植木鉢
をつくっていだきます。

マイ箸づくり体験

【実施日時】随時
【所要時間】20 分／１回
【回
数】随時 50 個程度／ 1日
【制限人数】4 〜 5 人／ 1回
【対象年齢】どなたでも
【参 加 費】300 円
【受付方法】ブースにて随時受付
「こけ玉」を作ってみませんか？
泥だんごを作り、苗を植えて周りに
苔を貼って植物を育ててみましょう。
必要な方はビニール手袋も用意して
います。

土のパステル 「Dopas （ドパス）」 で
お絵描きしよう！

日本森林林業振興会

【実施日時】 随時
【所要時間】15 分
【回
数】随時
【制限人数】 2 人／ 15 分（8 人／ 1時間）
【対象年齢】 小学校高学年〜大人
【参 加 費】 無料
【受付方法】ブースで受付し整理券を配布
国産ヒノキ間伐材等の端材から手作りの「マイ箸」
を作成する木工体験プログラムです。小学校高学
年〜大人向けで所要１５分程度。密を避けるため整
理券を配布します。

国土防災技術

【実施日時】随時
【所要時間】10 分〜 15 分／１回
【回
数】随時
【制限人数】4 人／ 1回
【対象年齢】4 歳〜小学校 6 年生
【参 加 費】無料
【受付方法】随時受付
土のパステル「ドパス」で、恐竜や動物をお絵描きしてみよう！
全国の地すべり地の粘土をパステルにしているから、色んな土の色を観察することができ
るよ。完成した作品は、おみやげとして持ち帰れます。

「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 に基づく対策の実施
ソーシャル
ディスタンスの
確保

マスクの
着用
会場の
定期的な
清掃・消毒

みどりの感謝祭
について

アルコール
設置と
手指消毒
スタッフの
健康管理の
徹底

お客様へのお願い
マスクの
着用

ソーシャル
ディスタンスの
確保

手洗い消毒

会話を控える

咳エチケットの
ご協力

体調不良時の
来訪自粛

多くの人たちに、緑についての理解と関心を高めてもらおうと、毎年 4月15日から5月14日まで『みどりの月間』が
設けられています。その締めくくりとして「みどりの感謝祭」を開催します。5月14日〜 15日の二日間にわたり、森
にふれ、森を育み、木をつかう企業、団体、NPO 等が出展し、木のクラフトやツリークライミング体験など、子供
から大人まで楽しめる、「みどりとふれあうフェスティバル」を実施します。

https://www.midorinokanshasai.com/
お問合せ：みどりの感謝祭運営事務局
（9:30 〜 17:00

※プログラムは変更になる場合がございます。

土・日・祝日を除く）

TEL：080-7081-0556

FAX：03-3791-0953

みどりの感謝祭

検索

E-mail: kanshasai2022@tsp-taiyo.co.jp

