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会場：東京都立　日比谷公園・にれのき広場・第2花壇 等会場：東京都立　日比谷公園・にれのき広場・第2花壇 等

C.W.ニコル氏

矢口史靖監督

農林水産省
「みどりの大使」2014フレディーズ

森の応援団がやってくる！！

「食べて楽しむプログラム」

● 森の仕事の体験ができる体験コーナーもあります！

公　　　　園：井の頭恩賜公園、上野恩賜公園、葛西臨海公園、木場公園、昭和記念公園、
　　　　 　　　　新宿御苑、日比谷公園、夢の島公園、代々木公園
関連施設：東京おもちゃ美術館、日本百貨店しょくひんかん、木材・合板博物館、
　　　　　　　　　MOTTAINAI STATION & Shop
　　　　　　　   

● 農山村を食べて応援「フォレスト・キッチン」 
  （山の恵みをいただく「ジビエ料理」等
　 C.W.ニコル氏監修のメニュー）
● 東北を食べて応援「東北復興市場」
  （東北沿岸地域の水産物や郷土料理）

ほかにも楽しいプログラムが盛りだくさん！！

森に関わる企業・NPO等の展示が80以上並びます。［ほかにも］
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入場無料

都内の公園等にあるラリーポイントで、スタンプを3個集めると、
オリジナルグッズをもれなくプレゼント！ さらにアウトドアグッズなど
素敵な景品が抽選で当たります。
スタンプラリーはどの会場からでもスタートできます!!

4.29（祝）～5.11（日）

映画「WOOD JOB!～神去なあなあ日常～」
矢口史靖監督トークショー
緑を増やそう！
グリーンキャラ“ガチャピン・豆しば・くちぱっち”大集合！

10日

10日

スヌーピーと一緒に考えよう！
フォレストサポーターズクイズ大会&記念撮影会11日
葉っぱのフレディ ミニライブ11日

長野県森林大使C.W.ニコル氏トークショー10日・11日

みどりの恵みと木のぬくもりを

「見て」・「触れて」・「食べて」感じる憩いの広場

みどりの恵みと木のぬくもりを

「見て」・「触れて」・「食べて」感じる憩いの広場

体験プログラム［自然を満喫！］ ※一部有料 ステージプログラム［楽しい♪］

「キッズ向けプログラム」

「大人も楽しいプログラム」

景品をもれなく

プレゼント♪
抽選 1 回目

抽選
2 回目♪

抽選
３回目♪

スタンプラリー「みどりの月間・美しい森林づくり」

みどりの感謝祭 検索http://www.midorinokanshasai2014.com

● ツリークライミング体験（5/10のみ）
● 樹上の冒険！「フォレストアドベンチャー」
● 森をたんけん♪「森のようちえんプチ体験会」
● 木のおもちゃいっぱいの「木育ひろば」

● ワークショップ「森の香のマッサージ」
  「布の絵本作り」「森のママ祭り」
● 緑のなかで身体を解き放つ「森のヨガ」
● 自然素材を使って作ってみよう！
  「クラフト」&「樹木ウォッチング」
● 木や自然素材を使ったグッズが大集合
　「MOTTAINAIてづくり市」

※スタンプラリーは、1人 1日 1枚にかぎります。

※抽選会プレゼントは商品がなくなり次第、

　終了とさせていただきます。

各種イベントや施
設で配布された、

この「ラリーシー
ト」

を持って、スタン
プラリーをスター

ト！　ラリーポイ
ント

の公園・施設等は
、お好みの順番で

回っていただけま
す。

３ヶ所以上のスタ
ンプを集めたら、

５月 10~11 日に
開催

する「みどりとふ
れあうフェスティ

バル」（日比谷公園
）

に設置されたゴー
ル（本部／中面の地

図を見てね）へＧＯ
！

ラリーポイントの３ヶ
所以上でスタンプを

集めたら、フェスティバ
ルの会場へ！ラリーポイントの３ヶ
所以上でスタンプを

集めたら、フェスティバ
ルの会場へ！

３ヶ所以上のスタンプが押されたラリーシートをゴール（本
部）に持ってきて、森の応援団として「フォレスト・サポーター
ズ」の活動宣言をすると、オリジナルクリアファイルや木製
グッズなどのステキなグッズをもれなくプレゼント！
※ 活動宣言は１人１回にかぎります。代理での宣言はできません。

森の応援団としてサポーターズ宣言すると、
ステキなオリジナルグッズをプレゼント！
森の応援団としてサポーターズ宣言すると、
ステキなオリジナルグッズをプレゼント！

活動宣言をすると、アウトドアグッ
ズや木製品などの豪華景品が当たる
抽選を１回行えます。さらに、スタ
ンプを４個集めていると抽選を２回、
スタンプを５個集めていると抽選を
３回ご参加いただけます。

さらにダブルチャンス!!
豪華景品を抽選でプレゼント!!
さらにダブルチャンス!!
豪華景品を抽選でプレゼント!!

⑦新宿御苑 ⑧夢の島公園 ⑨代々木公園 ⑩東京おもちゃ美術館 ⑫木材・合板博物館 ⑬MOTTAINAI
　STATION&SHOP

⑪日本百貨店
　しょくひんかん

⑥昭和記念公園③上野恩賜公園
台東区上野公園5-20
TEL 03-3828-5644
アクセス：JR・地下鉄銀座線・
日比谷線「上野」
下車 徒歩2分、
京成線「京成上野」
下車 徒歩1分

●スタンプ設置場所：
上野恩賜公園管理事務所
時間：10:00-16:00

立川市緑町3173
TEL 042-528-1751
アクセス：JR中央線立川駅
徒歩15分、
多摩都市モノレール立川北駅
徒歩13分

●スタンプ設置場所：
みどりの文化ゾーン
花みどり文化センター
時間9:30-17:00

新宿区内藤町 11
TEL 03-3350-0151
アクセス：JR・京王・小田急
新宿駅南口　徒歩10分
・地下鉄丸の内線　新宿御苑
 前駅出口1より　徒歩5分
・地下鉄都営新宿線
 新宿三丁目駅C1・C5
 出口より 徒歩5分

●スタンプ設置場所：
新宿御苑インフォメーション
センター（新宿門横）
時間：9:00-16:30
休園日：5/7

江東区夢の島 2-1-2
TEL 03-3522-0281
アクセス：地下鉄有楽町線・
JR京葉線・りんかい線「新木場」
下車 徒歩15分、
地下鉄東西線「東陽町」から
都バス（東陽町-新木場、東陽町-若
洲海浜公園）
「夢の島」下車7分

渋谷区代々木神園町2-1
TEL 03-3469-6081
アクセス：JR「原宿」、東京メトロ
千代田線「代々木公園」
下車 徒歩3分、
東京メトロ千代田線・副都心線
「明治神宮前（原宿）」
下車 徒歩3分、
小田急線「代々木八幡」
下車 徒歩6分

新宿区四谷 4-20
四谷ひろば内
TEL 03-5367-9601
アクセス：東京メトロ丸ノ内線
「四谷三丁目駅」2番出口より
徒歩7分

●スタンプ設置場所：
東京おもちゃ美術館内
（ただし 入館料が必要です）
時間：10:00-15:30
休館日：5/1、5/8

千代田区神田練堀町 8-2
TEL 03-3258-0051
アクセス： JR 「秋葉原」
下車 徒歩2分、
地下鉄日比谷線「秋葉原」
下車 徒歩2分

●スタンプ設置場所：
秋葉原側入口側「やっちゃば」
看板前
時間 :11:00-20:0

江東区新木場1-7-22
新木場タワー3F・4F
TEL 03-3521-6600
アクセス：東京メトロ有楽町線・
JR京葉線・東京りんかい高速鉄道 
新木場駅
下車 徒歩7分

●スタンプ設置場所：
木材・合板博物館内3F
時間：10:00-17:00
休館日：4/29、5/3～6
（休館日はビル入口に設置します。）

千代田区一ツ橋 1-1-1
パレスサイドビル 1F
TEL 03-3214-2760
アクセス：東京メトロ東西線竹橋駅
（1b出口）徒歩1分、
都営三田線「神保町駅」
（A8出口）徒歩5分

●スタンプ設置場所：
MOTTAINAI 
STATION&SHOP内
時間：11:00-18:00
定休日：4/29、5/3～6、5/10～11

みどりにふれあえる都内公園・森の恵みにふれられる
関連施設にラリーポイントを設置しています。

①日比谷公園

スタンプラリー
ブース設置公園等一覧

千代田区日比谷公園 1-6
TEL 03-3501-6428
アクセス：地下鉄丸ノ内・千代田線
「霞が関」、地下鉄日比谷線・千代田線・
三田線「日比谷」下車出口すぐ
JR「有楽町」下車　徒歩8分

●スタンプ設置場所：
日比谷公園サービスセンター
時間：8:30-17:00

②井の頭恩賜公園
武蔵野市御殿山1-18-31
TEL 0422-47-6900
アクセス：JR中央線「吉祥寺」
下車 徒歩5分、
京王井の頭線「井の頭公園」
下車 徒歩1分

●スタンプ設置場所：
井の頭恩賜公園案内所
時間：8:30-17:00

④葛西臨海公園
江戸川区臨海町6-2-1
TEL 03-5696-1331
アクセス：JR京葉線「葛西臨海公園」
下車 徒歩1分、
東京メトロ東西線「西葛西」・「葛西」から 
都バス 葛西臨海公園行き 約20分

●スタンプ設置場所：
葛西臨海公園サービスセンター内
時間：8:30-17:00

⑤木場公園
江東区平野 4-6-1
TEL 03-5245-1770
アクセス：地下鉄東西線「木場」
下車 徒歩5分、
地下鉄大江戸線「清澄白河」
下車 徒歩15分、
地下鉄新宿線「菊川」
下車 徒歩15分

●スタンプ設置場所：
木場ミドリアム
時間：9:30-16:00
休館日：5/7

●スタンプ設置場所：
夢の島熱帯植物館エントランス
時間：9:30-16:00

●スタンプ設置場所：
代々木公園サービスセンター
時間：8:30-17:15

（ 開催：5月１０日・11日 ）

みどりとふれあうフェスティバル本部ブース
「にれのき広場内」ゴール

場所：
※詳細な位置は中面の地図をご覧ください。

森と花の祭典「みどりの感謝祭」式典併催行事
みどりとふれあうフェスティバルGOAL
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10:00～17:00

会場：東京都立　日比谷公園・にれのき広場・第2花壇 等
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皇居外苑

日比谷公園

ザ･ペニンシュラ
東京

有楽町マリオン

新有楽町ビル

日比谷公園
サービスセンター

a a

みどりとふれあうフェスティバル

スタンプラリー設置場所
↓

スタンプラリーゴール

★

★

健康食として注目が高まる「ジビエ料理」に、今年は里山の旬
の恵みのシイタケやタケノコを活かしたオリジナルメニューも
登場！　増えすぎて自然のバランスが崩れてしまっている野生動
物と人間の共生について、食べながら知って、楽しむコーナー。

東北の三陸海岸から採れたての海の幸や、漁村に根付く郷土料
理など、逸品が勢ぞろい。実は５～６月が一番美味しい牡蠣の「蒸
し牡蠣」から「牡蠣カレー」、「牡蠣のクラムチャウダー」など、多彩
なメニューで楽しみにしながら、東北を食べて応援するコーナー。

●木のおもちゃいっぱいの「木育ひろば」

Supported by 東京おもちゃ美術館・酒井産業

この「木育ひろば」には、全国の木製のおもちゃが勢
揃い！木の香り漂う空間で、木のぬくもりを感じ、木
の感触を楽しみ、木目の美しさを愛で、五感で木を
楽しんでください。

●緑のなかで身体を解き放つ「森のヨガ」
日比谷公園の木々に囲まれながらヨガを体験いただ
けます。初心者の方でも家族みんなでお気軽にご参
加ください。講師は、スタジオ・ヨギーヨガインストラク
ターヒロさん(5/10土)フミさん(5/11日)です。開始の
時間はNature Serviceブースにてご案内いたします。 
※マットのご用意はありますが数に限りがあります。

Supported by Nature Service

●ツリークライミング体験（5/10のみ）
木に登り、自然との一体感を味わう体験ができるツ
リークライミング。安全な専用ロープと器具を使って
樹上まで登って鳥の気分も味わえます。ツリークラ
イミングジャパンの有資格インストラクターが皆さ
んをお待ちしています。

当日整理券販売：（大人1,500円　子ども1,000円）

●樹上の冒険！「フォレストアドベンチャー」

Supported by（有）パシフィックネットワーク

大自然の立木を樹上でつなぐ、フランス生まれの冒険
アウトドアパーク「フォレストアドベンチャー」の移動式
「モバイル・フォレストアドベンチャー」の体験会を行う
とともに、 フォレストアドベンチャーがある全国の山村
地域をご紹介します。

(１回：500円)※身長110㎝以上から体験できます。

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。期間中は、全国各地で緑に親しむ各種イベントが
開催され、その締めくくりとして「みどりの感謝祭」を開催します。
本祭典では、10日に式典を開催するとともに、10日～11日の2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、鹿肉などのジビエ料理を味わうことができるなど、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。

「みどりの感謝祭」って？

・全国で活躍する緑の少年団による入場行進
・みどりや森林に関して顕著な功績のあった方に贈られる「みどりの文化賞」の顕彰
・地域の環境美化、緑づくりに取り組む皆さんに対する、苗木と花の特別贈呈
・東日本大震災復興緑化用苗木の贈呈
・山火事予防ポスター用　原画入賞作品の表彰　等

日時：5月10日（土）11：00-11:40頃
場所：都立日比谷公園・小音楽堂前広場

●みどりの感謝祭式典

企業・団体・NPO等出展ゾーン
森にふれ、森を育み、木をつかう
様々な取り組みをしている企業・団体等が全国から出展！

楽しいステージが満載！

森で遊んだり、木に癒される親子で楽しい「体験プログラム」から、森の恵みを
「食べて楽しむプログラム」、森のことを楽しく学べる「ステージプログラム」、
そして森づくりや木づかいを取り組む全国の企業・NPO等の展示や、全国の森
の恵みの物産展など、プログラムも盛りだくさん！！

森で遊んだり、木に癒される親子で楽しい「体験プログラム」から、森の恵みを
「食べて楽しむプログラム」、森のことを楽しく学べる「ステージプログラム」、
そして森づくりや木づかいを取り組む全国の企業・NPO等の展示や、全国の森
の恵みの物産展など、プログラムも盛りだくさん！！

●東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線
　　「霞が関」駅B2出口直結
　　（B1a.B3a、C1～C4からもすぐ）
●東京メトロ 日比谷線・千代田線、都営
　　地下鉄 三田線「日比谷」駅
　　A10・A14出口直結（A6★・A9
　　（★日比谷マリンビル）、A12・A13からもすぐ）
●JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅
　　日比谷口下車　徒歩8分

日比谷公園地下公共駐車場（有料）をご利用下さい。
［自動二輪］1台/60分　100円
［乗用車］1台/8:00～22:00　30分250円　当日1日最大2,400円（タイムズクラブカード割引2,000円）
※車高：2.2mまで

★印：地上行きエレベーター

会場のアクセス
「公共交通期間の場合」

「自家用車の場合」

ステージプログラム
※全てのプログラムは、予約無しでご参加いただけます。
※プログラムや出演者は、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
※詳しいステージの時間帯や出演者等は公式サイトをご参照ください。

キッズ向けプログラム 大人も楽しいプログラム

食べて楽しむプログラム

●葉っぱのフレディ　ミニライブ
ミュージカル「葉っぱのフレディ」のキャストとして活
躍する2014フレディーズは農林水産省「みどりの
大使」として、森林の大切さや保全の重要性を広く
国民に周知するための活動を行っています。ステー
ジでミニライブを行います。

11日

日本の森林を愛し、「アファンの森」の整備も取組む、作
家であり長野県森林大使のC.W.ニコルさん。未来を担
う子どもたちに必要な森林体験や、自らもキッチンで
調理するジビエ料理についてのトークを行います。

10日 11日 ●長野県森林大使
 　C.W.ニコル氏トークショー

入場
無料 ●ワークショップ「森の香のマッサージ」

「布の絵本作り」「森のママ祭り」
ワークショップ「森の香のマッサージ」「布の絵本作り」
「森のママまつり」。日本の森のアロマを使った「森の
香のマッサージ」や、針を使わない布の絵本で、世界
で一つの森を表現したり、家族みんなが森につつま
れるワークショップを行います。Supported by（NPO）チルドリン

●森をたんけん♪
「森のようちえんプチ体験会」

Supported by 森のようちえん全国ネットワーク
　　　　　　　　　　　　　 

身近にある自然を使って、遊びを膨らませる・・・
日比谷公園の森を探検しながら、気軽に自然で遊
ぶことができるきっかけとなるような体験会や、
親子で自然に触れ、感じ、遊び、心がくすぐられる
遊び場を提供します。

●自然素材を使って作ってみよう！
「クラフト」＆「樹木ウォッチング」

Supported by森林インストラクター東京会

・ネイチャークラフト体験：
　自然素材を使ったアクセサリー、壁掛けなどの製作体験・販売
・漢字クイズ：
　草木や野菜の名前を漢字で学ぶ（あなたはいくつ読めますか？）
・樹木ウォッチング：
　日比谷公園の樹木をインストラクターと一緒に観察する！

●緑をふやそう！グリーンキャラ
　  “ガチャピン・豆しば・くちぱっち”大集合!

緑をまもる活動を呼びかけるガチャピン、豆しば、くち
ぱっちの「グリーンキャラ」が勢揃いして、来場者の皆
さんとの楽しいトーク等を行います。会場内のブースに
も登場しますので、記念撮影などお楽しみ下さい。

10日

※一部有料のプログラムがございます。

※詳しいプログラムの内容や実施時間は、公式サイトをご参照ください。

●映画「WOOD JOB!～神去なあなあ日常～」
　　矢口史靖監督トークショー

10日

大学受験に失敗、彼女にも振られた都会っ子の平野
勇気（18）は、勢いで林業研修プログラムに参加す
る。野趣あふれる田舎暮らし、魅力的な村人に囲ま
れ、次第に変わっていくのだが…。三浦しをん氏の原
作を映画化した矢口監督に、森で働くことの「危険
さ」と「過酷さ」と「楽しさ」を語っていただきます。

●東京消防庁音楽隊による演奏
日本初の消防音楽隊として発足して65年。
音楽を通じて「東京都民と消防のかけ橋」となって
きた東京消防庁音楽隊の素晴らしい演奏をお楽しみ
ください。

10日

アジア航測(株)、阿部さんちの『牧浜』・完熟牡蠣、(NPO)活木活木森ネットワーク、美しい森林づくり全国推進会
議、「WOOD JOB!～神去りなあなあ日常～」製作委員会、馬路村、（一社）エコ食品健究会、(認定NPO)江戸城再
建を目指す会、(公財)オイスカ首都圏支部、奥大井ふるさと特産振興会、(一財)おくたま地域振興財団

ア

川場村・利根川沼田森林組合、(認定NPO)環境リレーションズ研究所、グリーンキャラプロジェクト、
グリーンスピリッツ協議会、経団連自然保護協議会、(公財)国際緑化推進センター、国土防災技術
(株)、(公社)国土緑化推進機構、(NPO)子どもの森づくり推進ネットワーク

カ

(株)さとゆめ、(NPO)サヘルの森、三富地域農業振興協議会、(一社)三陸野菜、JKホールディングス(株)、自然考房｢創楽｣、清
水建設(株)、森林インストラクター東京会、(独)森林総合研究所、「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会、(一
財)セブン-イレブン記念財団、(一社)全国森林組合連合会、(一社)全国燃料協会・全国木炭協会、(一社)全国木材組合連合会

サ

 (一社)大日本猟友会、(NPO)地球緑化センター、千葉県林業研究所、千代田区　環境安全部　環境・温暖化対策
課、(NPO)チルドリン、坪井唐木商店、(NPO)ツリークライミングジャパン、(NPO)伝統肉協会

タ

(有)パシフィックネットワーク、ハスクバーナ・ゼノア(株)、はんなん和紙の布工房協議会、(一社)フォレストック協
会、物林(株)、古河林業(株)、PEACEDELI、ホウエイランバー

ハ

ナイス(株)、(NPO)Nature　Service、(株)中島工務店、長野県・（一財）C.W.ニコル・アファンの森財団、長野県木曽青峰高等
学校、(公財)日本環境協会、日本合板工業組合連合会/東京・東北合板工業組合、日本産・原木乾しいたけをすすめる会、日本
山岳会「高尾の森づくりの会」、（一社）日本森林インストラクター協会・（公財）日本環境協会、(一財)日本森林林業振興会、日
本メグスリノキ愛好会(有)肝太、(一財)日本緑化センター、(独)農林漁業信用基金

ナ

まめの会、MOTTAINAIキャンペーン、森を育む紙製飲料容器普及協議会、森のようちえん全国ネットワークマ

(一社)林業機械化協会、林野庁ラ

●木や自然素材を使ったグッズが大集合「MOTTAINAIてづくり市」
作り手の思 いが 詰まった作 品に出 会える、
MOTTAINAIてづくり市。「モノ」にあふれている今だ
からこそ、ひとつひとつの「モノ」を大切にしてほしい。
そんな思いを込めて、たくさんの「タカラモノ」にめぐ
りあえる手づくり市が「みどりとふれあうフェスティバ
ル」の中で開催されます。

お問合せ先：みどりの感謝祭運営事務局 TEL：03-3719-3355（9:30～17:30土・日・祝日を除く）　FAX：03-3791-0953　E-mail.kanshasai2014@tsp-taiyo.co.jp

※一般の方の入場は
　　できません

Supported by ツリークライミング®ジャパン

C.W.ニコルさんも、

２日間キッチンに

やってくる！

●スヌーピーと一緒に考えよう！
 　フォレスト・サポーターズ
 　クイズ大会＆記念撮影

日本の木を使った「木のおもちゃ」プロジェクトや、東
北産間伐材を使ったチャリティグッズで復興を応援
するスヌーピー。フェスティバル出展団体とのコラボ
のクイズ大会&チャリティー記念撮影会を行います。

11日

©2014 Peanuts Worldwide LLC

ニチニチソウとベ
チュニア、

サザンカとドウダ
ンツツジの

いずれかを先着順
でプレゼントします。

※数には限りがござ
います。

5月10日（土）11
:40頃から

・農山村を食べて応援「フォレストキッチン」 ・東北を食べて応援「東北復興市場」

Supported by MOTTAINAIキャンペーン
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