
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2017年/7月号) ◇

7/25-27
(火-木)

学校の森こどもサミット(愛知県・三重県)

7/29-30
(土-日)

ニッセイ夏休み自由研究フェス！(東京)

🌳“ニッセイの森” 育樹活動

🌳森を愛する人づくり事業活動

7/8(土) 【京都府】”ニッセイ京丹波の森” 下刈ボランティア

【場所】京都府船井郡京丹波町
【協力】和田区山林管理会・京丹波町役場瑞穂支所

・京都府農林水産部森づくり推進課

74名の方々(日本生命京都西支社・京都支社・大
阪本店)が参加。
暑い中での作業でしたが、森も非常にすっきり
としました。

【森の状況】
・平成19年にコナラ等の広葉樹を植樹した森。樹高等を踏まえ下刈については今年度で終了予定
・針広混交林として成林化を目指すとともに、アクセスの良さを活かし森林観察等で地域の方へ一般開放を目指したい

平成19年
植樹

木工クラフトワークショップを出展していただきました！21名の
方々に参加いただき、自分オリジナルのマグネットやバッジ作成
に夢中になって取組んでいました。

利府町みどりの少年団の方をはじめ45名の方に参加いただきま
した！森づくり活動・じゃがいも堀りやネイチャークラフト等、盛り
だくさんの内容で、子どもたちは大変楽しんで活動しました。

7/2(日) ふれあい森林教室(於:森から考えるESD学びの森)

7/15-16
(土-日)

長野修平氏×”ニッセイの森”間伐材(於:サンメドウズ清里(山梨県))

総勢260名の方々に参加いただきました！学校での取組み発表
会、森林整備体験、大杉谷自然学校での夕食作りや五右衛門風
呂焚き体験など、幅広く充実した取組みを行いました。

日本生命主催で丸の内ビルで行いました。29(土)は

19名、30(日)は40名の方に参加いただきました！森の勉強をし
た後、万華鏡や竹灯りを作りました。

🌳現地踏査活動

🌲山形の森（山形県）
平成23年
植樹

↑ミズナラの状況

🌲月山の森（山形県）

↑エンジュやスギの状況

🌲鮭川の森①②（山形県）
平成13・14年

植樹

↑①ミズナラの状況

↑ホウノキ他の状況

↑キハダの状況

↑②ブナの状況

🌲最上の森（山形県）

↑キハダやエンジュの状況 ↑スギ他の状況

・下刈の時に誤って折損された植栽木は、丁寧な
刈り出しを続けた結果、順調に回復してきている
・中央部分にキリ、ホウノキ等の自然発生木が多い

・植栽木は高い残存率で順調に成育
・自然発生したミズナラ、ブナ、ヤマザクラ、ホウノキ等
の高木性の広葉樹のほか下層植生が繁茂
・広葉樹部分で除伐を実施予定

・どちらの森にも、ミズナラ、クリ、ホウノキほか多様な
広葉樹が自然発生している
・①の森では、当初植栽のミズナラとブナは樹高4mを超え
ている。 H27補植のブナ等もほぼ残存。順調に成長

・エンジュとキハダは順調に成長
・ホウノキ、スギ等が自然発生し成長。下層植生も繁茂
しており、針広混交林として成林を目指す

平成6年
植樹

平成8年
植樹
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🌳現地踏査活動

🌲三好の森（徳島県）

↑スギの状況 ↑ヤマグリの状況

🌲船引の森（福島県）

↑ブナの状況 ↑カツラの状況

🌲金山の森（福島県）

↑スギの状況 ↑ブナの状況

🌲いわきの森（福島県）

↑スギの状況 ↑サクラの状況

・観光スポットとして有名な祖谷のかづら橋から20分
ほどの場所にある、中～急程度の斜面の森
・植栽木のうち、大半を占めるスギは高い残存率で
成育も良好
・林内にはシロモジ、カナクギノキなどが点在

・郡山市内から1時間ほどとアクセスのよい場所にある
緩傾斜の森
・ブナは日当たりのいい平坦な部分に、カツラは沢沿いの下部に
ミズナラは斜面部分に植栽され、順調に成育
・ミズナラ区域の一部で豪雨による崩壊が発生

・県道から200m入ったところに位置する平坦な森で東側の奥に
は沼沢湖がある
・植栽木のうち、スギ、ミズナラ、ブナは残存率が高く順調に
成育している
・ミズナラ、オオモミジ、イタヤカエデなどが自然発生

・植栽木の大半を占めるスギは順調に成育
・林内の下層植生は、道路沿いにノコンギク、
ヤクシソウなど多様な草本植物がみられる。

平成12年
植樹

平成10年
植樹

平成16年
植樹

平成7年
植樹

🌲員弁の森②（三重県）

↑クヌギの状況(中央) ↑東側区域の状況

平成15年
植樹

🌲一宮の森（愛知県）

↑向いの山からの全景

平成14年
植樹

↑ウリハダカエデの状況

・渓流沿いの立地で、クヌギ、コナラは順調に成育している
隣接の沢にオオバアサガラ、ヤナギ類が自然発生
・西側のネット（シカ対策）の柵内は順調に成育
・東側にギャップが存在しており、補植とネット設置等の対応策
を検討する

・全体的に急斜面で、植栽したケヤキ、クリ、サクラに替わり、
ウリハダカエデが広範囲で大量に自然発生している
・一方で大きなギャップも存在しており、外部委託調査の実施を
検討

平成２９年度ニッセイ緑の財団年間活動予定(7/31時点)

■"ニッセイの森"友の会 を中心とした育樹活動 ■森を愛する人づくり事業のイベント

№ 日程 場所 イベント・内容 開催有無 参加人数 № 日程 場所 イベント 開催有無 参加人数

1 4/22(土) 兵庫県 社の森（枝打・間伐） ○ 55名 1 4/1(土)・2(日) 岡山県 【間伐材提供】木工クラフトワークショップ ○ 35名

2 4/22(土) 宮崎県 田野の森（間伐） ○ 59名 2 4/16(日) 宮城県
ふれあい森林教室(一般親子対象)

（森から考えるESD学びの森）
○ 40名

3 4/30(日) 大分県 別府の森(枝打) ○ 65名 3 4/18(火) 宮城県
ふれあい森林教室(相馬市の中学校対象)

（森から考えるESD学びの森）
○ 116名

4 5/20(土) 神奈川県 相模の森(枝打) ○ 52名 4 5/13(土)・14(日) 栃木県 【間伐材提供】木工クラフトワークショップ ○ 21名

5 5/27(土) 秋田県 岩見の森（除伐） 〇 63名 5 5/20(土)・21(日) 山梨県 【間伐材提供】木工クラフトワークショップ 〇 31名

6 5/27(土) 高知県 土佐山田の森（除伐） 〇 69名 6 5/25(木) 東京都
【間伐材利用】高尾の森
(間伐材を利用した植物名プレート設置)

〇 17名

7 6/4(日) 宮城県 希望の丘(植樹) 〇 206名 7 5/25(木) 北海道
札幌市立定山渓中学校での
樹木名プレート設置

〇 34名

8 6/10(土) 北海道 知内の森(除伐) × 雨天中止 8 6/27(火) 千葉県
新入職員向け環境講座
(営業総合職・CS総合職)

○ 144名

9 6/10(土) 静岡県 伊豆の森(補植) ○ 54名 9 7/2(日) 宮城県
ふれあい森林教室(一般親子対象)

（森から考えるESD学びの森）
○ 45名

10 7/8(土) 京都府 京丹波の森（下刈) ○ 74名 10 7/3(月) 東京都
武蔵村山市立第二小学校での
樹木名プレート設置

○ 19名

11 8/26(土) 北海道 標茶の森(ツル切) 11 7/6(木) 東京都
多摩市立連光寺小学校での
樹木名プレート設置

○ 20名

12 9/2(土) 北海道 支笏湖の森(ネット補修) 12 7/3(月)～7/7(金) 秋田県
秋田市立泉小学校での
樹木名プレート設置

○ 485名

13 9/2(土) 岩手県 大船渡の森(間伐) 13 7/21(金) 宮城県
利府聖光幼稚園での
樹木名プレート設置

○ 119名

14 9/16(土) 岡山県 加茂川の森(間伐) 14 7/25(火) ～27(木)
愛知県・
三重県

学校の森サミット ○ 260名

15 9/23(土) 埼玉県 美の山の森（ツル切） 15 7/29(土)・30(日) 東京都 夏休み自由研究フェス ○ 59名

16 9/30(土) 富山県 桂湖の森（ツル切・補植） 16 8/1(火) 宮城県
ふれあい森林教室(利府町の子ども会対象)

（森から考えるESD学びの森）

17 10/14(土) 新潟県 湯沢の森(間伐) 17 8/2(水) 千葉県 夏休み自由工作イベント

18 10/14(土) 埼玉県 ときがわの森（枝打） 18 8/5(土) 東京都 森の探検隊(高尾の森)

19 11/11(土) 石川県 内灘の森（ツル切・遊歩道整備） 19 8/5(土) 兵庫県 森の探検隊(社の森)

20 11/18(土) 大阪府 千早の森（間伐) 20 8/5(土)・6(日) 大阪府 夏休み自由研究フェス

21 12/3(日) 熊本県 熊本の森（枝打） 21 8/10(木) 宮城県 夏休み自由工作イベント(仙台)

22 12/16(土) 山口県 徳地の森(間伐) 22 8/15(火)・16(水) 千葉県
【間伐材利用】イオンモール幕張新都心での
ニッセイ緑の夏休み自由研究会

23 12/16(土) 長崎県 長崎の森（枝打） 23 8/21(月) 宮城県
ふれあい森林教室(利府町のお子様対象)

（森から考えるESD学びの森）

※"ニッセイの森"友の会事務局は日本生命CSR推進部です 24 8/31(木) 宮城県
ふれあい森林教室(南魚沼市の小学校対象)

（森から考えるESD学びの森）

25 9/11(月) 宮城県
ふれあい森林教室(新地町の中学校対象)

（森から考えるESD学びの森）

26 9/14(木) 東京都
高尾の森自然観察会
(立川市民交流大学受講生他)

27 10/10(火) 東京都
高尾の森自然体験会
(日本生命新入職員(総合職)向け)

28 10/21(土) 東京都 高尾の森自然観察会(親子対象)

29 10/26(木) 宮城県
ふれあい森林教室(仙台市の小学校対象)

（森から考えるESD学びの森）

30 10/27(金) 宮城県
ふれあい森林教室(仙台市の小学校対象)

（森から考えるESD学びの森）

31 12/2(土) 熊本県
【間伐材利用】熊本新市街での
木工クラフトワークショップ

32 未定 宮城県 ふれあい森林教室(残3回分)

33 未定 埼玉県・ 鳥取県他 ドングリ学校

34 (仮)10/28(土) 千葉県 大多喜の森イベント

35 未定 (11・12月) ー 【間伐材利用】クリスマスリース作り

36 未定 (11・12月) 千葉県・ 奈良県
【間伐材利用】(公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団

コラボイベント～木工クラフトワークショップ～

37 未定 (1～3月) 大阪府
【間伐材利用】日本生命済生会共催”自然に
まなぶ！支援であそぶ！健康キッズ！”

38 随時 全国 学校・企業への樹木名プレート寄贈・設置

網掛け部分は未確定分


