
月 日 曜 概要 実施内容 時間 主催 場所 参加人数

5～22 金 桜、花桃のライトアップ 土岐高山城跡に咲く桜の古木と植樹した３５０本の花桃のライトアップ 1800-2100 土岐里山の会 土岐高山城跡 500

　 　 　 　 　 　 　 　

27 土 森林整備 草刈り・除伐 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 土岐高山城跡・穴弘法 17

4 日 ＪＲさわやかウォーキング 土岐高山城跡の森周辺のウォーキング 800-1300 ＪＲ東海 高山城跡・穴弘法 2,500

25 土 森の利活用事業 ブラックべりー露地栽培地の開墾作業　　ベリーベリープロジェクト との協働事業 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス前広場 20

27 日 森の利活用事業 ブラックベリー苗の植付　　ベリーベリープロジェクト との協働事業 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス前広場 15

23 25 森の利活用事業 草刈り・除伐　ブラックベリーの施肥・除草 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス前広場 20

30 日 森の利活用事業 ブラックベリーの棚づくり　　ベリーベリープロジェクト との協働事業　　岐阜大学学生との交流会 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス　 20

16 火 視察受け入れ 可児市生涯学習コーディネーター養成講座 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 土岐高山城跡・穴弘法 15

20 土 森林整備 草刈り・除伐 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 土岐高山城跡・穴弘法 17

21 日　里山わいわい広場 カブトムシ観察会 1000-1200 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス　 190

10 土 森林整備 草刈り・除伐 900-1100 土岐津町まちづくり協議会 土岐高山城跡・穴弘法 18

18 日　里山わいわい広場 夏休み昆虫教室 1000-1200 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス　 30

31 土 森林整備 草刈り・除伐 900-1100 土岐津町まちづくり協議会 土岐高山城跡・穴弘法 20

8 日　里山わいわい広場 草木染＆藍染体験 1000-1200 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス　 50

25 日　森林整備 間伐材の除去作業 900-1200 土岐里山の会 土岐高山城跡 15

31 土 森林整備 間伐材の除去作業 900-1200 土岐里山の会 土岐高山城跡 13

6 日 森林整備 草刈り・除伐 900-1200 土岐里山の会 穴弘法 8

20 日　土岐高山城戦国合戦まつり 土岐高山城跡で繰り広げられた戦国時代の戦を再現したイベント 900-1600 高山城高山宿史跡保存会 高山公園 8,000

20 日　里山わいわい広場 親子戦国ウォーキング　土岐津町青少年育成会との協働企画 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 高山城跡 200

26 土 森林整備 竹あかり用竹の採取 900-1200 土岐里山の会 穴弘法 20

15～24 土 もみじのライトアップ １１月１５日（土）～１１月２４日（日） 1800-2100 土岐里山の会 穴弘法 7,000

15～24 土 竹あかり １１月１５日（土）～１１月２４日（日） 1800-2100 土岐里山の会 穴弘法 　

24 日　里山わいわい広場 ブラックベリージャムを作ろう　　ベリーベリープロジェクト　との協働企画 1000-1200 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス　 30

1 日　里山わいわい広場 クリスマスリース工房 1000-1200 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス　 50

12 土 森林整備 草刈り・除伐 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 土岐高山城跡・穴弘法 20

22 日 里山わいわい広場 明智光秀歴史講演会 900-1200 土岐津町まちづくり協議会 350

9 木 高校生視察 土岐江陵高校　生徒を案内 1345-1545 土岐津町まちづくり協議会 土岐高山城跡・穴弘法 50

23 木 高校生視察 土岐江陵高校　生徒を案内 1345-1545 土岐津町まちづくり協議会 土岐高山城跡 30

26 日 森林整備 シイタケ原木採取 900-1100 土岐里山の会 土岐高山城跡 13

　 　 　 　 　

15 日　森林整備 しだれ梅園　追肥作業 900-1100 土岐里山の会 センターハウス 40

23 日 森林整備 草刈り・除伐 900-1100 土岐里山の会 土岐高山城跡 20

15 日 森林整備 草刈り・除伐 900-1100 土岐里山の会 センターハウス 20

22 日　里山わいわい広場 シイタケ菌打ち体験　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 900-1100 土岐津町まちづくり協議会 センターハウス　 10

26 森林整備 いのしし捕獲檻の移動 1000-1200 土岐里山の会 穴弘法 8

合計 19,329
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