
【主　催】三重県　 【共　催】「美し国おこし・三重」実行委員会　 【後　援】伊勢市、三重県林業団体連絡協議会、（社）三重県森林協会、三重県森林組合連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三重県木材協同組合連合会、（公社）三重県緑化推進協会

アウトドアグッズの展示・販売、秘密基地づくり
トレイルランニングレースの標識づくり
自然観察、環境学習、動物とのふれあい
森林づくり活動の紹介、写真の展示

豊かな森と自然で遊ぶ

木の家づくり事例紹介・相談、木の家具、木の雑貨
薪ストーブの展示・実演、薪・炭の販売
木工教室、木のおもちゃ、木の楽器づくり・演奏会
苗木の配布、樹木医による樹木なんでも相談

木のある暮らし

モリゾー・キッコロ チェンソーアートライブショー

「おいしい」がいっぱい
◆伊勢のご当地どんぶりや弁当  ◆ぱんじゅう
◆本格インドカレー  ◆はやりの塩麹料理 
◆ジビエ料理  ◆自然食のパン・お菓子・お茶 
◆オーガニックスコーン  ◆サステイナブルコーヒー 
◆山や海の幸などたっくさん！ 試食もあるよ

チェンソーだけを使って1本の丸太
をどんどん彫刻していく様子を迫力
のライブでご覧いただけます！！

森の精のモリゾーとキッコロ
が、森林フェスタ
にやってくる！！
みんなで一緒
に楽しもう♪

森と自然と木に親しもう
森林のことをよく知らない人でも、森林や自然、木を身近に
感じてもらえるように、たくさんの出展者と一緒に楽しい
イベントを用意して、みなさんをお待ちしています！
※どんな出展があるかはチラシの裏面をみてね

森林フェスタ特別講演会　13:30-15:00

森・里・海の音楽祭

日本を代表するアウトドアブランド
mont-bellの創始者兼会長の辰
野さんがアウトドアと防災につい
て語ります。

磯部楽打天晴倶楽部（磯部太鼓）
マーチングバンド The Saltydogs
志摩ご当地アイドル JuRias
カウラナトヨ フラスタジオ
三味線アーティスト たなかつとむ
田丸嬢（ECOの唄・スマイル玉城）
志州飛島太鼓 鼓舞人
山田晋吾とマキノリョータ
鼻笛演奏家 モスリン
フィナーレ ～大演奏会～

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:10-12:50
13:00-13:30
13:45-14:15
14:15-15:00
15:00-15:30
15:30-15:45

プロカーバー 
松田 玲さん

「アウトドアから学ぶ自然災害への備え」
株式会社モンベル 代表取締役会長兼CEO 辰野 勇さん

10:00 16:00
会場オープン 9:00～

（伊勢市二見町三津1201-1）
伊勢安土桃山文化村内

平成24年
土

入場無料 駐車場無料

絵  本城まい子さん

お問合せ先 三重県農林水産部みどり共生推進課　〒514-8570 津市広明町13番地
TEL.059-224-2513  FAX.059-224-2070

TEL.080-3708-1767当日のお問合せ先

三重の森林づくり http://www.pref.mie.lg.jp/shinrin/hp/mori　みんなで支える森林づくり・三重 http://www.facebook.com/mieshinrin

12:00-13:00
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勢
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見
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田丸嬢

カウラナトヨ フラスタジオ

モスリン山田晋吾とマキノリョータ マーチングバンド The Saltydogs

■当日、荒天によりイベントを中止する場合は、午前8:00から三重県農林水産部ホームページ「三重の森林づくり」に掲載します。
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先着200名様に

オリジナルキーホルダー
プレゼント !!

森林は社会の共有財産です。県では、森林づくりを社会全体で支えるための「森林づくりに関する税」の導入に
ついて検討を進めています。  詳しくは、ホームページ「三重の森林づくり」をご覧ください。 
森林は社会の共有財産です。県では、森林づくりを社会全体で支えるための「森林づくりに関する税」の導入に
ついて検討を進めています。  詳しくは、ホームページ「三重の森林づくり」をご覧ください。 県民みんなで支える森林づくり



森林・自然わくわく体験教室
伊勢志摩国立公園協会　ネイチャークラフト
伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会　国立公園の紹介、ネイチャークラフト
伊勢の森トレイルランニングレース実行委員会　レースの標識づくり
NPO 大杉谷自然学校　「Let's 森林環境教育！」 クイズや工作
コカ・コーラ セントラル ジャパン（株）　環境学習教室「さとうきびからハガキづくり」
NPO サルシカ　三重の木でカホンづくり、鼻笛教室、演奏会
森林農地整備センター 津水源林整備事務所　松ぼっくり工作
竹林整備隊　竹ぽっくり工作、竹製品の販売
NPO 南勢テクテク会　「山と海は恋人」 貝がらとドングリを使った工作 
HUTCH　木工ワークショップ

秘密基地研究会　スタードームづくりと木登り体験
三重県環境学習情報センター　間伐材のうちわに絵を描こう
三重県森林協会・三重県林業技術普及協会　木や木の実を使った工作
三重県林業研究グループ連絡協議会・美杉林業研究会　杉玉づくり
三重森林管理署　木の円盤を使った工作
三重県上野森林公園　ソヨゴのカスタネットづくり
三重の新県立博物館　木の利用、いろいろな木の種類についての展示
三重県林業研究所　研究成果の展示
森のせんせいと自然に親しみ隊　自然に親しむゲーム・アクティビティ体験

森林づくり活動紹介
いせしま森林組合 　森林づくり活動・林業についての紹介
清水建設（株）　『松阪伊勢寺ネイチャー”あい”ランド』森林・環境活動紹介
三重県緑化推進協会　苗木の配布、樹木なんでも相談室
三重トヨペット（株）　エコカーの展示、森林・環境活動紹介
宮川森林組合　森林づくり活動紹介、地域性苗木の販売

宮川流域ルネッサンス協議会　活動紹介、啓発物の配布
横浜ゴム（株）　「横浜ゴム悠久の森」森林・環境活動紹介
三重県 森林・林業経営課・治山林道課　森林・林業・森林づくりについての紹介
三重県 みどり共生推進課　企業の森、自然環境、森林づくり税（仮）の検討についての紹介

暮らしと木づかい
（株）藍住空間プランニング　三重の木・土を使ったエコハウスの建築事例紹介
ウッドピアＰＲ委員会　「三重の木」のPR
Wood life...2×9＝18　伊勢原木の花プランター、アクセサリー販売
えびすや　食器・おもちゃ等木工品の販売、木工体験
（有）小川耕太郎∞百合子社　密ロウワックス等自然系塗料の紹介
（有）奥出建具店　桧まつり 木工品、家具等の展示・販売
ODAWA創林(株)＆ウッドメイクキタムラ　薪ストーブピザ、FSC木工品展示・販売
尾鷲林政推進協議会　尾鷲ヒノキの展示、ＰＲ
家具工房 kigumi　木製家具、小物等の販売
工房イフウ　木工品の展示
工房 wood face　家具、小物等木工品の展示販売
じゅん太郎工房　三重県産ヒノキ材の家具、木工小物の販売
全労済三重県本部　住まいと暮らしの防災保障点検運動
（株）チムニー　薪ストーブ展示、関連グッズの販売

中勢森林組合　木工品・杉箸の販売、チェンソーの展示
手づくり工房　奥伊勢　奥伊勢ひのき枝の家具等木工品の販売
デルソル家具店　木のスプーン＆ベビースプーンづくり
中井木工　尾鷲ヒノキや国産広葉樹のこだわりの木製家具、小物の展示・販売
中村建設（株）　つみき「キコロ」であそぼう
ひのき工房 K's factory　カホン、無垢の木身長計などのヒノキ製品の販売
（株）ひのき家　薪ストーブの展示・実演、薪ストーブで沸かしたお茶、やきいも
松阪飯南森林組合　木工品の展示販売、三重県産ハタケシメジの試食販売
三重県建築士会　木造住宅建築相談
三重県木材組合連合会　木工工作、三重の木・あかね材のPR
もりずむ ～くらしと森をつなぐ会～　丸太ストーブ、木製品の販売、活動紹介
森谷木材　木工品の展示・販売
三重県 防災企画・地域支援課　地震体験車　※13:00～16:00

森・里・海のマーケット
OUTDOOR SHOP BUD PALMS & mont-bell　アウトドア・防災用品の展示・販売
伊勢市 観光企画課　伊勢の観光PR
（株）岩戸屋　伊勢の土産物、真珠製品等の販売
NPO うにの郷クラブ　竹炭、竹酢液、竹粉肥料、竹細工品の販売
加藤椎茸店　生しいたけ、しいたけ栽培セット、霊芝の販売
木花堂　メイドイン熊野の衣食住をテーマにした雑貨等の販売
ささのうち農園 R-craft　木工品とみかんの販売
自然物雑貨屋 MY HOUSE　人、自然、地球に優しい雑貨やアクセサリーの販売
立神真珠養殖漁協＆水産高校　真珠製品の販売、アクセサリー作り体験
NAGI発行元 月兎舎　出版物の展示・販売
二見シーパラダイス　本物のペンギンがくるよ
本城まい子　絵・ポストカードなど
マーチングバンド The Saltydogs　楽器の試奏、グッズの販売

松阪生しいたけ組合　生椎茸の販売、生椎茸の天ぷら・バター焼きの販売
（有）マルエス田中商店　伊勢かまぼこ、はんぺい、天ぷら等の販売
三重きのこ園生産組合　ブナシメジの販売
三重県尾鷲市尾鷲港産地協議会　ヒノキ間伐材で育ったアオリイカの販売
三重県海水養魚協議会　伊勢まだいのPR試食、試験販売
三重外湾漁業協同組合　志摩・熊野灘の新鮮でおいしい鮮魚・魚介類の販売
三重県猟友会　ボタン鍋のふるまい（無くなり次第終了）
（株）やきやまふぁーむ　椎茸・椎茸の加工品・椎茸料理等の販売
山喜水産　干物の販売
夢倶楽部　かき燻製・たこ燻製等の販売
三重県 水産資源課　海山連携のとりくみ紹介
三重県 フードイノベーション課・獣害対策課　鹿・猪肉の料理・商品の紹介

伊勢志摩の食とスローフード
いずみ楽農会 天使のひるねパン工房　いずみバーガー、竹炭パン、焼鳥等
小倉のぱんじゅう本舗　ぱんじゅう、おもちぱんじゅう、わらび餅
Garden Café Bonheur　自家菜園のハーブ・野菜等を使用したパン、菓子、ハーブティー
街道市　うなぎ弁当
割烹 大喜　地元伊勢志摩産の海山の幸を使った弁当、寿司等
ないぜしぜん村　さんま寿司、ジュース、南伊勢産食品

野原工房げんき村　猪どんまんじゅう、鹿コロッケ、味ご飯、その他木工商品
御饌丼の会　外宮さんにちなんだどんぶり ～御饌丼～
インド料理 マハラジャ　カレーライス、インドドーナツ、スナック、ジュース等
freight recipe　オーガニックスコーン、スープ
美里農産物加工組合　塩麹の飲食物、やき鳥
MORI COFFEE　サステイナブルコーヒー マイカップ持参で無料試飲

「美し国おこし・三重」は、地域をよりよくしていこうとする皆さんの活動を応援する取組です。
「美し国おこし・三重」実行委員会からのお知らせ

プログラム お知らせ
●  9:00　　伊勢安土桃山文化村 open
●10:00～　森林フェスタ開会式
●10:30～　苗木の無料配布（1回目）
●12:00～　チェンソーアートライブショー
●13:05～　「三重県森林CO2吸収量認証書」交付式
●13:30～　森林フェスタ特別講演会
●15:30～　苗木の無料配布（2回目）
●15:30～　大演奏会
●15:50～　森林フェスタ閉会式
●17:00　　伊勢安土桃山文化村 close

出展者一覧
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伊勢安土桃山文化村

※体験やワークショップには一部有料のものがあります。

■フェイスブック「みんなで支える森林づくり・三
重」で出展者・出演者の紹介をしています。
　http://www.facebook.com/mieshinrin
■JR 二見浦駅、近鉄 五十鈴川駅、会場との間を
シャトルバスが運行します。（9時より随時）
■駐車場での盗難、事故等トラブルの責任は負え
ませんので、ご了承願います。
■イベントの内容は都合により変更することがあり
ます。

開催日は、伊勢安土桃山文化村内の通行手形（有料館セット券）が１，０００円で購入できます！
※通行手形（有料館セット券）は、当日のみ有効。小学生以上1,000円、小学生未満は無料です。また、一部施設において別途料金が必要になる場合があります。

※


