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環境問題を学ぼう！

自
然

が
いっぱい！

五感で学ぼう !!
子ども体験プロジェクト

　エコツーリズムなど自然とのふれあい
に関する情報の提供や子どもパークレン
ジャーの体験イベントを実施します。
（午前、午後それぞれ 1回）
環境省自然ふれあい推進室

地球温暖化防止ネイチャーゲーム

　地球温暖化防止をテーマにしたネイチャーゲーム
を実施します。その他書籍やグッズなどの販売も行
ないます。
（社）日本ネイチャーゲーム協会

ヤマネって知ってる？

　ヤマネの福笑いやヤマネクイズ、ヤマネ
のお面づくり・塗り絵などの無料体験！そ
の他ヤマネグッツの販売等も行ないます。
（財）キープ協会

紙や森の素材でつくろう！遊ぼう！

　オリジナル紙飛行機を作り、飛ばしたり、森の素材
を使用した簡単なものづくり、ツリークライミングに
ついて紹介します。
NPO法人自然体験活動推進協議会

五感を使って遊ぼう

　幼児・小学生・親を対象にした自然遊び体
験を実施します。（10：00～11：00、13：30～
14：30）その他書籍等も販売します。
ＮＰＯ法人新宿環境活動ネット

親子自然探検隊
パークボランティアガイドツアー

　新宿御苑森の会による親子向けの自然探検、新宿御苑
パークボランティアによる園内のみどころを案内。
新宿御苑管理事務所

国際サンゴ礁年２００８

　国際サンゴ礁年にちなみ、体験プログ
ラムや展示などから、サンゴ礁がもたら
豊かな恵みや、白化現象をはじめとした
危機的状況などをお伝えします。
環境省自然環境計画課

　G８北海道洞爺湖サミットの開催を控え、
生物多様性、地球温暖化、３Rなど、自然環
境との関わりに関する展示等を実施します。

新宿御苑オリジナルグッズの販売

　新宿御苑のオリジナルグッズ（ポストカード、ガ
イドブック等）を販売します。
（財）国民公園協会

国立公園フェア

　国立公園をはじめ自然公園の魅力
やふれあい情報の提供や関連グッズ
の販売をします。
（財）自然公園財団、（財）国立公園協会

日本の国立公園情報

　全国各地の国立公園を紹介した
コーナーの設置や、国立公園にちな
んだクイズラリーを実施します。
環境省国立公園課

生物多様性って
なんだろう？

　今年１０周年を迎える生物多
様性センターの紹介と生物多様
性への理解を深めるためのパネ
ルなどを展示します。
環境省生物多様性センター

感動！咲き競う！
「信越高原」

　直接雪に触れることができるよ
う妙高の天然雪の展示や信越高原
エリアのポスター展示、パンフレッ
トの配布及び地元特産品の販売を
おこないます。
信越高原連絡協議会

志賀高原の自然と文化の
魅力再発見！

　志賀高原の自然をパネルやパンフレット、
リーフレットで紹介。また、ガイド組合の
活動も紹介します。
志賀高原観光協会

素晴らしき南アルプス

　写真パネルやポスター等の掲示、パンフレッ
トの配布、地元の民芸品や農産加工品等の展
示・販売を行ないます。
南アルプス世界自然遺産登録推進協議会

関東地方管内国立公園の紹介

　関東地方の国立公園に関するパネルの展示、
パンフレットの配布などをおこないます。
関東地方環境事務所

大山隠岐国立公園

　大山隠岐国立公園のうち大山エリアを中心とし
た情報の提供や写真、ポスターの展示のほか、周
辺地域の特産物の展示・販売を実施します。
大山国立公園協会

最北の国立公園紹介コーナー

　関係市町村のポスターの展示やパンフ
レット、自然体験マップの配布をおこな
います。
利尻礼文サロベツ国立公園連絡協議会

支笏洞爺国立公園

　洞爺湖ビジターセンター、火山科学館パン
フレット配布や洞爺湖サミット関連グッツの
販売の他、体験プログラムも実施します。
洞爺湖町、壮瞥町

東川町大雪山国立公園
のめぐみ

　大雪山の自然や周辺地域を紹
介や大雪旭岳源水をはじめとす
る特産物も紹介します。
東川町

大雪山国立公園

　情報の提供
上士幌町・上士幌町観光協会

自然公園ふれあい全国大会を開催

　会場地に関するパンフレットの配布やパ
ネル展示、特産物の販売などを行ないます。
福島県・桧枝岐村

尾瀬国立公園

　情報の提供
片品村観光協会

尾瀬国立公園田代山のＰＲ

　田代山に関するポスターの掲示やパンフ
レットの配布、６月に開催する山開きのＰ
Ｒなどを行ないます。
南会津町館岩観光協会

魚沼から入る尾瀬ルート

　パンフレットの配布やパネル展示、
特産物の販売を行ないます。
魚沼市観光協会

みどり維新の町

　立山町を紹介したパンフレットの配布や立山ひょうたんやか
し類などの地域名産品の販売。
立山町観光協会

公園改修のとり組み紹介

　文豪夏目漱石のゆかりの漱石公園のリ
ニューアルの取組みをはじめ、公園改修
の情報を提供。します。
新宿区道とみどりの課設計係

「みどりの絵」コンクール
入選作品の展示

　「みどりの絵コンクール」の最優秀賞受賞作品
７点と優秀賞受賞作品 28点を展示します。
（インフォメーションセンター・アートギャラリーにて）
（財）三菱ＵＦＪ環境財団

家族ふれあいクラフト教室

　どんぐりを使ってのトトロづくりや革を使っ
ての動物づくりなど、子どもから大人まで楽し
めるプログラムを実施します。（参加費 50円）
（財）休暇村協会

みどりを活かす
くらしの知恵・まちの知恵

　子どもたちと間伐材を利用した木のペンダ
ントを作ります。その他「みどりのカーテン」
の実施例の展示や種の配布を行ないます。
新宿区立環境学習情報センター

はじめよう！こどもエコクラブ

公園で自然発見

　葉っぱや小枝、古新聞等を使った森のクラフトづくりを
実施します。その他こどもエコクラブの活動を紹介します。
環境省環境教育推進室

グリーンアドベンチャー大会

　御苑内のグリーンアドベンチャー常設コー
スを利用した植物観察会の実施（10：00～
15：00）、関連書籍の販売を行ないます。

（社）青少年交友協会

新宿御苑
みどりフェスタウオーク

　苑内や近隣のウオーキングの実施の他、関連
書籍などを販売します。
（社）日本ウオーキング協会

身近な野鳥情報コーナー

　望遠鏡・双眼鏡を使ったバードウォッチング
体験を実施します。その他図鑑、ピンズ、マス
コットの販売を行ないます。
（財）日本鳥類保護連盟

「ネイチュア・フィーリング自然観察会」

「自然観察会」

　どなたでも参加できる自然観察会を実施します。日
本自然保護協会に登録された指導員が案内します。
（参加費　100円、10：00～12：00、13：30～15：30）
（財）日本自然保護協会

エコツーリズムのご紹介
　エコツーリズムに関するクイズの実
施。関連書籍などの販売を行ないます。
ＮＰＯ法人日本エコツーリズム協会

新宿みどりの学校

　親子でできる簡単な工作プログラムの
実施や花と野菜の種の無料配布を行ない
ます。
新宿区道とみどりの課みどり係

ＧＥＭＳ体験プログラム
「森のクマさんと遊ぼう」

　簡単な科学の実験を体験しながら、
自然のしくみや環境について楽しく学
べます。親子でも、子どもたちだけで
も参加できます。
（社）日本環境教育フォーラム


