
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2017年/12月号) ◇
🌳❝ニッセイの森❞ 育樹活動

12/3(日) 【熊本県】❝ニッセイ熊本の森❞ 枝打ボランティア

【場所】熊本県葦北郡葦北町田浦 寺床国有林
【協力】熊本森林管理署・熊本愛林

170名の方々(日本生命から岡本会長・本部・熊本支社・総代、地元の
方々等)が参加しました。「実施前後で明るさが全然違う」「たくさん
木を伐れて楽しかった」といった声を頂きました。

🌳森林を愛する人づくり事業活動

森の状況

12/16(土) 【山口県】❝ニッセイ徳地の森❞ 間伐ボランティア

【場所】山口県山口市徳地柚木 滑山国有林
【協力】山口森林管理事務所・山口中央森林組合

54名の方々(日本生命山口支社)が参加しました。「森林づくりの大
変さを知ることができた」「近くに森がたくさんあるが、見え方が変
わった」といった声を頂きました。

・川に沿って西向き斜面に植栽された森で、林道脇の看板付近から全体を見渡すことが可能
・植栽木の残存本数が多く林内が暗かったが、上記ボランティアと森林組合による除間伐の作業で適度な照度を確保

平成6年
植樹

森の状況

・熊本市内近郊にあり、平成21年に植栽後継続的にボランティアを行っている森
・道路に沿ってヤマザクラ、その下にヒノキ、クヌギの順に植栽されており、残存率は高く成育も良好

平成21年
植樹

12/8(金) 【静岡県】クリスマスリース作りイベント(於:日本生命沼津支社)

クリスマスリース作りのイベントを実施しました。当日は地域の方々や

職員等80名が参加し、とても楽しみながら素敵なリースを作りました。

12/16(土) 【長崎県】❝ニッセイ長崎の森❞ 枝打ボランティア

【場所】長崎県長崎市北大中尾町神浦岩 脊戸国有林
【協力】長崎森林管理署・長崎林業

53名の方々(日本生命長崎支社)が参加しました。当日は気温
10℃に届かず小雨がぱらつく中でしたが、参加したみなさんは寒
さを吹き飛ばすぐらい懸命に作業しすっきりとした森となりました。

・長崎県民の森の中の、車道の脇に森があり、立地としても非常によい
・植栽したヒノキは林齢１０年としてはとても成長がよく、順調に成育している

森の状況

平成20年
植樹

12/5(火) 【大阪府】樹木名プレートの設置活動(於:新日生病院)

２０１８年４月３０日開院予定の新病院(大阪府庁跡)の庭園「ニッセイ四

季彩ガーデン」に医師・看護師等が作成した樹木名プレート合計142枚
を設置しました。(ニッセイ千早の森(大阪府)の間伐材を使用)

12/8(金) 【大阪府】クリスマスリース作りイベント(於:日生病院)

日生病院職員11名が参加し、クリスマスリースを作りました。作成した
リースは外来フロアに掲示し、多くの患者様から好評でした。後日開催
されたクリスマスコンサートでも飾りました。

12/8(金)
－9(土)

【千葉県】クリスマスリース作りイベント(於:松戸ニッセイエデンの園)

8日は入居者の方々向けに、9日は地元の子ども向けに、合計41名の
方々が参加し、クリスマスリースを作りました。素敵なリースが出来上
がりました。
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🌳現地踏査活動

🌳森林を愛する人づくり事業活動

🌲吉野の森（奈良県)

↑ヒノキの状況 ↑ヤマザクラの状況

・植栽したヒノキが順調に成育している。また、林道
脇に植栽したヤマザクラも大きいものでは胸高直径
が約３０センチ程にまで成育。

・下層植物は多くないが、ヒイラギ、クロガネモチ、
アセビなどが一部で見られた。

平成5年
植樹

🌲高野の森（和歌山県)

🌲飛鳥の森（奈良県）

・植栽したヒノキ、コナラ、ケヤキ等は、どれも残存本数が多い
・シロモジ、アセビ、ソヨゴ、イヌガヤなどの幼木が点在するも、

全体的に下層植生は乏しい。
・やや混み合ってきた現状を受け、次年度は除伐の施業を

実施する予定。

・吉野の森と林道を挟んで隣接している。
・ヒノキ、広葉樹ともに成育は順調。広葉樹部分は

ススキ、灌木が繁茂。

平成9年
植樹

平成10年
植樹

↑ヒノキの状況

↑サクラとクリの状況↑ヒノキの状況

9/30(土) 【東京都】八王子市立加住小中学校

101名の皆さんが参加しました！

10/27(金) 【栃木県】日光市立足尾小学校

19名の皆さんが参加しました！

11/14(火) 【宮城県】富谷市立日吉台小学校

97名の皆さんが参加しました！

11/15(水) 【栃木県】栃木県立宇都宮南高等学校

69名の皆さんが参加しました！

11/24(金) 【栃木県】日光市立清滝小学校

8名の皆さんが参加しました！

12/11(月) 【高知県】四万十市立西土佐小学校

10名の皆さんが参加しました！

12/7(木) 【栃木県】矢板市立乙畑小学校

７名の皆さんが参加しました！

↑ケヤキの状況

12/19(火) 【宮城県】クリスマスリース作りイベント(於:日本生命仙台支社)

ヒノキの枝葉に松ぼっくりやリボンで飾りつけをして、クリスマスリース

を作りました。地域の方々44名が参加し、大盛況のイベントとなりまし
た。 12/8(金)秋田市立泉小学校(秋田県)に野崎理事長と石井常務理事が訪問し、佐藤校長から、

「樹木名プレートの設置活動は、すばらしい取組で実施してとても良かった」と感想を頂きました。

右記の３校について、財団メンバーにて訪問させて
いただき、設置してある様子、先生方の感想を聞き、
とても感動いたしました。今後も、設置校に訪問
させていただきたいと思います。

【取組の感想】（佐藤校長 高橋教務主任）
・毎年、自然環境活動行っているが、今年が創立３０周年と
いうこともあり、特に力を入れるため、実施に至った。

・子どもたちは、このプレート設置活動を通じて、他の活動
の時間でも、自然に興味がでて、取り組む姿勢が変わった。

・ニッセイの森（ニッセイ岩見の森）が近くにあるので、
是非、子どもたちの活動の場としても今後行ってみたい。

・12/5(火) 八尾市立亀井小学校(大阪府)
・12/5(火) 八尾市立高美小学校(大阪府)
・12/21(木) 八王子市立加住小中学校(東京都)

トピックス!

樹木名プレートの設置
※当月中に写真を送付いただいた所を登載
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２０１７年度　ニッセイ緑の財団活動計画 12月30日 時点

■ニッセイの森での育樹活動 ■森を愛する人づくり活動(日本生命・グループ会社との協業イベント)

№ 日程 協力先の日本生命グループ 場所 ニッセイの森 イベント名 参加人数

1 6/27(火) 人材開発部 ニッセイ総合研修所 営業総合職・CS総合職1年目向け 環境講座 144名

2 7/29(土)・30(日) 関連事業統括部 日本生命丸の内ビル 夏休み自由研究フェス！ブース出展 59名

3 8/2(水) (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 松戸ニッセイエデンの園 夏休み自由工作イベント 40名

4 8/5(土) CSR推進部 東京都 高尾の森 森の探検隊 52名

5 8/5(土) CSR推進部 兵庫県 社の森 森の探検隊 50名

6 8/5(土)・6(日) 関連事業統括部 日本生命本店東館 夏休み自由研究フェス！ブース出展 34名

7 8/10(木) 仙台支社 仙台支社 夏休み自由工作イベント 77名

8 8/15(火)・16(水) ライフプラザ丸の内(イオン幕張オフィス) イオンモール幕張新都心 ニッセイ緑の夏休み自由研究会 821名

9 10/10(火) 人材開発部・CSR推進部 東京都 高尾の森 総合職1年目研修 156名

10 12/5(火) (公財)日本生命済生会 日生病院 樹木名プレートの作成 150名

11 12/8(金) (公財)日本生命済生会 日生病院 木工クラフトワークショップ(クリスマスリース) 11名

12 12/8(金) 沼津支社 沼津支社 木工クラフトワークショップ(クリスマスリース) 80名

13 12/8(金)・9(土) (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 松戸ニッセイエデンの園 木工クラフトワークショップ(クリスマスリース) 41名

14 12/19(火) 仙台支社 仙台支社 木工クラフトワークショップ(クリスマスリース) 44名

■森を愛する人づくり活動(その他イベント)

日程 イベント区分 場所 ニッセイの森 イベント名 参加人数

15 5/25(木) 東京都 高尾の森 植物名プレート設置 17名

16 9/14(木) 東京都 高尾の森 高尾の森自然観察会 21名

17 10/21(土) 東京都 高尾の森 高尾の森自然観察会 雨天中止

18 4/16(日) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (一般親子が対象) 40名

19 4/18(火) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (.相馬市の中学校が対象) 116名

20 7/2(日) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (一般親子が対象) 45名

21 8/1(火) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (利府町の子ども会が対象) 42名

22 8/21(月) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (利府町のお子様が対象) 16名

23 8/31(木) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (南魚沼市の小学校が対象) 73名

24 9/11(月) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (新地町の中学校が対象) 84名

25 10/26(木) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (仙台市の小学校が対象) 48名

26 10/27(金) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (仙台市の小学校が対象) 61名

27 10/29(日) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (多賀城市のお子様が対象) 76名

28 11/22(水) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (利府町のお子様が対象) 59名

29 調整中 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室(残1回予定)

30 4/1(土)・2(日) 岡山県 木工クラフトワークショップ 35名

31 5/13(土)・14(日) 栃木県 木工クラフトワークショップ 21名

32 5/20(土)・21(日) 山梨県 木工クラフトワークショップ 31名

33 7/15(土)・16(日) 山梨県 木工クラフトワークショップ 21名

34 9/30(土)・10/1(日) 神奈川県 木工クラフトワークショップ 31名

35 11/19(日) 東京都 木工クラフトワークショップ 120名

36 7/25(火)～27(木) 愛知県・ 三重県 学校の森サミット 260名

37 調整中 埼玉県・鳥取県他 ドングリ学校

合計 4052名

現在42学校・団体が申込み済
(※詳細は下表参照) 1076名38 下表参照 - -樹木名プレート設置

高尾の森関係

森林教室関係

間伐材提供イベント関係

その他イベント関係

№ 日程 場所 主催支社 ニッセイの森 参加人数

1 4/22(土) 兵庫県 明石支社・本店 社の森 55名

2 4/22(土) 宮崎県 宮崎支社 田野の森 59名

3 4/30(日) 大分県 大分支社 別府の森 65名

4 5/20(土) 神奈川県 町田支社・本部 相模の森 52名

5 5/27(土) 秋田県 秋田支社 岩見の森 63名

6 5/27(土) 高知県 高知支社 土佐山田の森 69名

7 6/4(日) 宮城県 仙台支社 希望の丘 206名

8 6/10(土) 北海道 函館支社 知内の森 雨天中止

9 6/10(土) 静岡県 沼津支社 伊豆の森 54名

10 7/8(土) 京都府 京都西支社・本店 京丹波の森 74名

11 8/26(土) 北海道 道東支社 標茶の森 58名

12 9/2(土) 北海道 札幌支社 支笏湖の森 125名

13 9/2(土) 岩手県 盛岡支社 大船渡の森 雨天中止

14 9/16(土) 岡山県 岡山支社 加茂川の森 雨天中止

15 9/23(土) 埼玉県 熊谷支社・本部 美の山の森 雨天中止

16 9/30(土) 富山県 富山支社 桂湖の森 102名

17 10/14(土) 新潟県 長岡支社 湯沢の森 88名

18 10/14(土) 埼玉県 川越支社 ときがわの森 雨天中止

19 11/11(土) 石川県 金沢支社 内灘の森 55名

20 11/18(土) 大阪府 本店 千早の森 雨天中止

21 12/3(日) 熊本県 熊本支社 熊本の森 170名

22 12/16(土) 山口県 山口支社 徳地の森 54名

23 12/16(土) 長崎県 長崎支社 長崎の森 53名

合計 1402名

樹木名プレート 設置校・団体一覧

日付 都道府県 設置校・団体名 人数

5/25(木) 北海道 札幌市立定山渓中学校 34名

7/3(月) 東京都 武蔵村山市立第二小学校 22名

7/6(木) 東京都 多摩市立連光寺小学校 24名

7/21(金) 宮城県 利府聖光幼稚園 124名

8/5(土) 千葉県 緑町町会子供会 50名

8/31(木) 栃木県 塩谷町立玉生小学校 14名

9/30(土) 東京都 八王子市立加住小中学校 101名

10/2(月) 秋田県 秋田市立泉小学校 90名

10/2(月) 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校 60名

10/6(金) 大阪府 八尾市立亀井小学校 24名

10/16(月) 栃木県 下野市立石橋小学校 26名

10/27(金) 宮崎県 宮崎市立瓜生野小学校 65名

日付 都道府県 設置校・団体名 人数

10/27(金) 栃木県 日光市立足尾小学校 19名

10/30(月) 大阪府 八尾市立高美小学校 82名

10/30(月) 千葉県 君津市立坂畑小学校 20名

11/6(月) 栃木県 栃木県立盲学校(中等部 27名

11/13(月) 東京都 共立女子第二中学校・高等学校 26名

11/14(火) 宮城県 富谷市立日吉台小学校 97名

11/15(水) 栃木県 栃木県立宇都宮南高等学校 69名

11/15(水) 兵庫県 豊岡市立竹野南小学校 22名

11/17(金) 栃木県 栃木県立足利特別支援学校 55名

11/24(金) 栃木県 日光市立清滝小学校 8名

12/7(木) 栃木県 矢板市立乙畑小学校 7名

12/11(月) 高知県 四万十市立西土佐小学校 10名


