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協賛各社：

協力：信州大学教育学部エコキャンパス委員会／筑波大学山岳科学センター　　主催：信州 森フェス  実行委員会

（株）小林カンパニー／（株）小山林産／（株）Nolcorp／241（TWO FOR ONE）／アスザックフーズ（株）／あさってカムパニー／木楽ホーム（株）、（株）第三木材／
テクノエクセル（株）／DIGGIN' MAGAZINE／（株）L&Pconnection／おん／楠ワイナリー／プチホテル ゾンタック／タカギデザイン事務所／NPO法人 日本ダボス会議／
Freebird／（有）楽／リーフケア（株）／AREth／upmort／GREEN.LAB／4THINK／（株）プレスト／LADE clothing

場所：菅平高原プチホテル
ゾンタック別館フォーレス館

shinshu MOR FEST!
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ホテル
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お車でお越しの場合：上田菅平IC・須坂長野東ICから菅平高原まで約25分
電車でお越しの場合：北陸新幹線上田駅より上田バスで菅平高原まで約55分
長野駅より：①長野電鉄で須坂駅まで20分、須坂駅からタクシーで菅平高原まで25分
　　　　　　②しなの鉄道で上田駅まで40分、上田駅から上田バスで菅平高原まで約55分

http://morifes.jimdo.com/
https://www.facebook.com/shinshumorifes.info

お問合せ事務局
〒386-2211 長野県須坂市峰の原高原 ペンションふくなが　Tel&Fax：0268-74-2729
携帯：090-8686-7473（実行委員長／福永一美）　E-mail：kfukunaga@tim.hi-ho.ne.jp

WEB

無料送迎バス運行

運行時間（20分おき）／専用駐車場から始発9：50 会場から始発10：00

→ →

専用駐車場から会場への無料送迎
バスが運行します。（20分おき）
郵便局前バス停からお越しの方は
専用駐車場までは徒歩15分

　  駐車協力金1日1台￥500（二輪車￥100）
※会場へは関係者以外の車両の乗り入れは
できません。 交通渋滞緩和および自然環境
保全へのご協力をお願いいたします。 

●P

会場／駐車場アクセスACCESS

森野くんからのお願い。

ゴミのお持ち帰りやはし・カップ・バッグの
ご持参にご協力をお願いいたします。

雨でもイベント開催!!! 大きなログハウスの中で
開催しますので、雨でもOK！

ご宿泊などの詳しい情報は、下記の森フェス！ホームページ、
Facebookページ、または事務局へお問い合せ下さい。

場所：菅平高原プチホテル・ゾンタック
　　　別館 フォーレス館 

※会場への駐車はできませんのでお車は上記の専用駐車場にお停めください。
※駐車場での車両事故・盗難・破損等のトラブルにつきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

プチホテル
ゾンタック

別館
フォーレス館
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菅平少年自然の家
富士屋
アーチェリー場
富士屋
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専用
駐車場●P

●P

できるだけ
乗り合わせで
ご来場ください！

※PETボトル飲料の販売は致しません☆

新型コロナウィルス
感染対策について
【当日の感染予防対策】

●手指消毒（消毒液を設置）
●検温（３７．５℃以上の発熱が認められた方は会場への入室制限）
●ゴミ持ち帰りの依頼（会場のゴミ箱は撤去）
●新型コロナウィルス感染拡大の状況により会場が使用できなくなった場合、
　イベント中止とさせて頂きます開催中止の判断は開催１週間前に行います

●発熱・体調不良等の症状がある方は来場をご遠慮下さい。当日の検温結果等によっては参加を見合わせて頂く場合があります。
●飲食スペースは設けません
●感染対策として、各出展ブース毎に手指消毒用のアルコール製剤を設置してあります。ご利用お願いします。
●マスク、もしくはフェイスシールド着用等の予防策をお願いします。
●本イベントで新型コロナウイルスの感染者が発生した疑いが生じた場合、必要に応じて保健所等の公的機関へ
　氏名・連絡先等の個人情報を提供する場合があります。



（日）

（土）※会場内は土足禁止です。 はきものをご持参ください。

メイン会場 プログラム

信州森フェス！は森とひとの関わりや、森とつながる暮らしについて、森のなかで
楽しみながら考えてもらうきっかけになればと2011からスタートしたイベントです。

10：00～♪夏美バンド ［音楽／投げ銭ライブ］（30分）

16：40～♪greenshit81 ［音楽／投げ銭ライブ］（40分）

17：30～♪Takeruanbassa ［音楽／投げ銭ライブ］（40分）

15：30～♪UKI  ［音楽／投げ銭ライブ］（45分）

16：30～ 終了

18：20～♪なべちゃんスペシャルバンド ［音楽／投げ銭ライブ］（40分）

10：40～ 高野秀行 （作家） 
『ジャングル飯』 ［講演トーク］（80分）

13：05～ 香山由人 （株式会社 山川草木代表）
『なぜキコリは木が買えないのか？』 
～林業と木材の深く危うい関係～ ［講演トーク］（70分）

11：10～ 小林宙 （鶴頸種苗流通プロモーション代表）
『タネと私たちの未来～高校生タネ屋が大学生になった今思うこと～』 ［講演トーク］（70分）

14：25～ 甲田幹夫 （パン屋「ルヴァン」オーナー） 
『ルヴァンとパンとぼく』［対談］（40分）

14：00～ 小松由佳 （フォトグラファー） 
「わたしが出会った、忘れられぬ森」 ［講演トーク］（70分）

12：10～♪辻村マリナ ［音楽／投げ銭ライブ］（40分）

9：00～ ♪DJ
10：00～♪榎本百香／TEAM 平家物語

『琵琶で聴く平家物語～絵師と語り部を迎えて～』［音楽／投げ銭ライブ］（60分）

12：30～♪信州大学教育学部有志
『みんな集合！秘密の森の音楽隊』［音楽／投げ銭ライブ］（30分）

トークゲスト
（講演順）

15：15～ 中嶋健造 （自伐林業＋木質バイオマスアドバイザー） 
『土砂災害の原因は『豪雨』だけに非ず』
～中山間地域再生と土砂災害防止のカギ『自伐型林業』～ ［講演トーク］（70分）

終了（19：20 CLOSE）

13：20～『ながはりオヤコッコ紙芝居』 ［パフォーマンス／投げ銭ライブ］（30分）

1961年生まれ川崎市出身。Iターン者が立ち上げた林業事業
体としては全国的に有名な企業組合山仕事創造舎（長野県

大町市）の前代表。学生時代は海外での井戸掘りボランティア活動で汗を流
し、平成4年に旧八阪村（大町市）に移住。地元の林家荒山林業で林業の基
礎を学んだ後、平成12年に仲間3人と上記組合を設立。平成25年㈱山川草
木を設立。森林林業コンサルタント、森林環境教育、木材製品開発などをて
がける。2021年度 松本市森林再生実行会議 座長

香山由人（かやま よしと）
（株）山川草木代表

昭和37年高知生まれ、高知県いの町在住。 愛媛大学大学院
農学研究科(生物資源学専攻)修了。 IT会社、経営コンサルタ

ント、自然環境コンサルタント会社を経てフリーに。 平成15年、NPO法人
「土佐の森・救援隊」設立に参画し、現在理事長。

中嶋健造（なかじま けんぞう）
自伐林業＋木質バイオマスアドバイザー

1966年、東京都八王子市生まれ。ノンフィクション作家。早
稲田大学探検部在籍時に書いた『幻獣ムベンベを追え』（集

英社文庫）をきっかけに文筆活動を開始。「誰も行かないところへ行き、誰も
やらないことをやり、それを面白おかしく書く」がモットー。アジア、アフリカ
などの辺境地をテーマとしたノンフィクションや旅行記のほか、東京を舞台
にしたエッセイや小説も多数発表している。『謎の独立国家ソマリランド』（本
の雑誌社）で第35回講談社ノンフィクション賞を受賞。

高野秀行（たかの ひでゆき）
作家

フードコーナー

■ 屋外あいうえお順

■ 屋外

物販＆展示ブース・ワークショップ

あいうえお順

㉗ upmoat ■
麻炭を使用した生地のクレープ

㉘ California Bear's ■
フルーツスムージー・豆乳プリン

㉙ アジアの屋台 sapa ■
タイの焼きそばパッタイ、エビパッタイ、厚揚げとうふパッタイ

㉚ studio進化 ■
自然農法　南信州三年番茶

32 DIAL HOUSE ■
DIAL HOUSE ORIGINAL新感覚みらいヌードル
オーガニックヌードル(ピース麺)の販売

33 TOMMY'S ■
小布施のハンバーガー屋です。名物のBBバーガーをはじめとした
100%ハンドメイドのハンバーガーをご用意してお待ちしております。

34 TracksBar ■
手作りハンバーガー。無添加ソーセージ、ホットドック、ミートパイ

35 ババカレー ■
スパイスカレー☆

36 Mons Mare ■
自家焙煎珈琲、焼き菓子

37 カフェ マラケシュ ■
自家焙煎珈琲

38 cafe わとわ ■
手づくりのジャムやフィリングを使ったオリジナルクレープ
わとわオリジナルブレンドコーヒー

39 和らふ/May Ice 9ream ■
25日 May Ice 9ream：アイスクリーム/自家製ワッフルコーン
26日 和らふ：そば粉ドーナツ/そば粉マフィン

⑭ 空師のあそび（ワークショップ）■
ロープを使った木登り体験。

★森フェスではマイはし　  マイカップ　  　  マイバッグ  　  のご持参をお願いいたします★

⑦ 鶴頸種苗流通プロモーション（物販）
種子販売。日本全国の伝統野菜種子を家庭菜園用に少量販売しています。

⑰ 菅平高原薬用植物栽培局 / HIGHLAND REMEDIES.（物販）
ハイランドレメディーズ製品、オーガニックコスメ

⑯ 一般社団法人ディバースライン（ワークショップ）■
木くずのお香づくりワークショップ

42 HUG veganisloveとS5BARとムラタのチャイ
プロテインバーとマフィンとチャイの販売

40 穀蔵
自家製培養種パンと植物性スイーツ

41 チーズ工房 ［千］ sen　※6/25のみ
手作りチーズ

43 BIYAJIMABEEFARM/MaduCafeAlam ■
・北信州 完熟生はちみつ　・はちみつ屋のハニーレモン

44 BIKKE
vegan焼き菓子

48 ルヴァン　※6/25のみ
パンの販売

46 お菓子のマド
乳製品・卵・白砂糖を使わないヴィーガンスイーツ。
クッキー、スコーン、グルテンフリーのケーキやマフィン

★イベント会場での事故・盗難・破損等のトラブルにつきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。  
★当日スタッフがイベントの様子を写真・動画撮影させていただき、今後のイベント告知などに使用させていただく場合があります。予めご了承下さい。

巨大傀儡集団GIANT STEPSの人形制作を担当する、
ギリヤッコ・AとJ・P・M（ジャンピエールモドキ）による、
ちょいとオールドなコンビです。J・P・Mのギター演奏に
のせて、ギリヤッコ・Aが巨大骸骨人形や、操り人形、空き
箱で作った小さな人形たちをあやつります。

屋外パフォーマンス ※雨の場合は屋内へ移動予定

「トンチキOLD STEPS」 

「信州プロレス」

（ex GIANT STEPS）

「南インド・タミル民俗舞踊、フラダンス、オリエンタルダンス」
屋外広場にて 25（土） 14:30頃～、 26（日）13:40頃～
●南インド・タミル民俗舞踊　出演者：ヌリッティアンジャリ舞踊団（窪田汐里、武藤透子、阿保和華子）
　演目：「カラガッタム」、「パライアッタム」
●フラダンス　出演者：永岡真由美　演目：「’Ulili E」、「Ka Nohona Pili Kai」
●オリエンタルダンス　出演者：スタジオ・ラ・ルミエール（Lumi、Mayumi、Chiaki、Nao）
　演目：「エジプシャン」、「ジャパニーズフュージョン」、「アニソン」など

26（日）

26（日）12:00頃～

■ 飲食キッチンカー

■ 飲食物販

Len
ASA3000

OZ -尾頭-山口佳祐

音響/Marumatsu,
ライブ配信/Okakencinema

① AREth （物販）
2001年に日本で誕生したシューズブランドAREth。
素材や質感に拘った唯一無二のオリジナルシューズの販売。

⑩ sai（物販・ワークショップ）
手描き雑貨とフェルトのお花のアクセサリーの販売
きのこランタンづくりのワークショップ（￥1000）

⑪ 鮭Tプロジェクト（物販）
被災地支援グッズ（Tシャツ・手ぬぐい・コーヒーなど）

⑫ 自然観察ながの（ワークショップ）■
足下の自然に秘められた奥深い世界と楽しさを一緒に発見しませんか！

⑬ Stone-D eyewear（物販）
サングラスの販売。眼鏡の町である鯖江でデザインから
実際に作るまでを一貫したサングラスブランド。

② チェンソーアート工房 A-Life （物販）■
建築材として価値の無い木や間伐材にチェンソーアートで
新しい価値を創造します。

④ おん （物販・ワークショップ）
木工品（木皿、花器、お碗）販売、精麻ワークショップ￥2,000など

③ エミーズカット （物販）■
青空カット。 ヘアアレンジ。

⑤ 楓企画 （ワークショップ）　※6/25のみ■
引馬一回（一周）1000円 昨年北海道からやってきた道産子（北海道和種）
3歳になる楓のひき馬体験です。マイヘルメットを持ってみんな集合～
（子供用ヘルメット無料レンタルあり）

⑥ UMAGLOVE （ワークショップ）　※6/26のみ■
ポニーに乗って記念撮影対象は小学生までのお子さま 料金300円

⑧ キラクリズム（物販）
ハンドメイド子供服、大人服、小物、廃棄布の再生

⑨ GREEN.LAB（物販）
スノーボーダーが考える、日本の木を使った、made in japanの
スノーボードの展示／山喜ウッドコアの展示/グッズ販売

⑲ ブナえもんと森のたんけんたい / 森Lab@信州大学（ワークショップ）■
やぁみんな、ブナえもんだよ☆ みんなには森のたんけんたいとして
色々な葉っぱを見つけて、僕の住んでいる森を完成させて欲しい！

森野
くん

らぶ
ちゃん

「うまれる」
今年のテーマは

うっかり知っちゃう
森のコト!

⑱ Burton Nagano Store（物販・ワークショップ）■
物販：中古スノーボード、旧品のアウトレット品の展示・販売
ワークショップ：廃材を再利用したワークショップ

⑳ Bushheadgear（物販）
スノーボーダーが作る帽子

㉑ まる文農場（物販）■
オーガニック野菜の販売

㉒ ムツラ（物販）■
ハンドクラフト品販売、グッズ等

㉔ モバイル木材ショップ／木と森の相談室（物販）■
地元産木材　蜜蝋ワックス　フィリピンコーヒー（焙煎豆）
大町市周辺の山から伐り出された様々な樹種の木材。
全て、いつ、どこで、誰が、なぜ伐ったのか、わかる木です。
木材と森林にかかわることなら、どんなことでも相談を受け付けます。

47 モダンひょうたんモヒョ養蜂部（物販） ■
山の非加熱はちみつ、蜜ろうキャンドル、蜜ろうラップ、すずめばち樹脂標本

㉓ 芽育雪板ワークショップ（ワークショップ）■
自分だけのオリジナルスノートイを作ろう！雪板、スノートイのワークショップ
（ベースの板にデザインし、切って、磨いて、焼印を押すところまで出来ます。）
受付 : 11：00～ 作業時間 約4～5時間、参加費 : 1日  ¥33,000
（ブランクス、テンプレート使用料、工具使用料、講習料、仕上げキット込み）
定員 : 1日 5名（予約可 info@makesnowtoys.comまで）
持ち物：マスク、タオル、エプロンなど汚れてもいい服、作業グローブ、着替え

㉕ LADE.SNOW （物販）
雪山で遊ぶことが好きな人のためにその人にぴったりのビーニー（ニット帽）
を採寸し、形・素材・色などなどを決めてカスタムオーダーで製作します。
日本製の素材にこだわり何年もしぶとく被れる丈夫で調子のいいビーニーを
ハンドメイドでこしらえます。

㉖ やまぼうし自然学校　こども工房 （ワークショップ）■
木工クラフトづくり、自由遊び

㉛ たこやきlabalaba ■
カツオ風味のたこ焼き　1個60円

45 pinatis ピナティ ■
季節ごと地元果物で起こす酵母と国産小麦で育てるパンです。 善光寺にほど近い自家製
自然酵母パン屋です。 森フェスでは、ピナティ初のバゲッドサンドを用意していきます。

⑮ 241（物販）■
スノーボーダーのための動きやすさと快適性を追求したスノーボードウェアの展示。

パン屋「ルヴァン」オーナー。1949年、長野県上田市生まれ。
教師など数々の職に就いた後、ヨーロッパの伝統的なパン製

法に出会う。1984年に東京・調布で独立し、89年に東京・富ヶ谷に直営小
売店、92年にカフェ「ル・シァレ」、2004年に信州上田店を開店

甲田幹夫（こうだ みきお）
パン屋「ルヴァン」オーナー

2002年東京都生まれ。 2018年、伝統野菜の種子を販売
する鶴頸種苗流通プロモーションを設立し、同種苗店の店主。

初の著書『タネの未来』を2019年に発売。現在、都内大学1年生。

小林宙（こばやし そら）
鶴頸種苗流通プロモーション代表

鶴田流琵琶奏者。琵琶の古典曲、現代曲、演歌の伴奏やゲー
ム音楽等様々なジャンルでの演奏をしている。

榎本百香（えのもと ももか）

栃木の語り部。学校や図書館やイベント等で語りの口演をし
て昔話を伝承している。

間中一代（まなか かずよ）

イラストレーター、レザーアーティスト（レザークラフト工房
「旅するおおかみ屋」主宰）

長野美穂（ながの みほ）
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オーガニックビール、ネパール支援付コーヒー、ソフトドリンク、
オリジナルグッズ等の販売

1982年秋田県生まれ。フォトグラファー。 2006年、“世界で
最も困難な山”と称される世界第2の高峰K2（8611m／パキ

スタン）に日本人女性として初登頂。 植村直己冒険賞受賞（2006年）。次第
に風土に生きる人間の暮らしに惹かれ、草原や沙漠を旅しながらフォトグラ
ファーを志す。 2008年よりシリアを撮影。 2011年からシリア内戦・難民の
取材を始める。 著書に「人間の土地へ」（集英社インターナショナル/2021年
9月）。 2021年、山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞。 

小松由佳（こまつゆか）
フォトグラファー


