
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2018年度7月号) ◇

🌳森林を愛する人づくり事業活動

🌳“ニッセイの森” 植樹・育樹活動

🌳現地踏査活動

“ニッセイ富士の森”(静岡県)での育樹活動は荒天の為残念ながら中止となりました。

7/1(日) 【宮城県】ふれあい森林教室(於:森から考えるESD学びの森)

竹林で除伐作業をし、旬のタケノコの収穫を行いました。美味しいタケノコ料理
を食べ、森での虫捕りやネイチャークラフト活動を行いました。

43名参加

🌲紫波の森（岩手県）
・紫波ICから40分程度の場所にある、緩傾斜の森
・スギの一斉林で、成育は順調。降雪地域だが、目立った雪害等も発生していない

スギの状況① スギの状況②

7/23(月) 【千葉県】夏休み自由研究(於:松戸ニッセイエデンの園) 30名参加

7/24(火) 【埼玉県】関連自由研究フェス(於:大宮ソニックビル) 47名参加

7/28(土) 【兵庫県】森の探検隊(於:“ニッセイ社の森”) 39名参加

7/30(月)-31(土) 【福井県】学校の森サミット(於:三方青年の家等) 248名参加

日本古来の玩具である「ぱたぱた板」を作りました。このコンテンツは弊財団とし
ての新たな試みでしたが、見事に参加者全員が完成出来ました。

森林づくりや間伐について学んだ後、日本古来の玩具である「ぱたぱた板」の
作成を行いました。（”ニッセイの森”の間伐材を活用）

1日目は各学校の取組み発表やネイチャーゲーム、2日目は久々子湖での
生き物調査やシジミ採り体験を行いました。

7/31(土) 【愛知県】関連自由研究フェス(於:LP名古屋) 28名参加

“ニッセイの森”の間伐材を活用し、日本古来の玩具である「ぱたぱた板」の
作成を行いました。難しい作品でしたが、真剣に取組んでくれました。

“ニッセイ高尾の森”(東京都)での“ニッセイ森の探検隊”は荒天の為残念ながら中止となりました。

大阪府や兵庫県から参加いただきました。活動しやすい爽やかな天候のも
と、枝打などの自然体験活動や樹木名プレート設置を行いました。
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6/19(火) 【千葉県】君津市立松元小学校

6/13(水) 【千葉県】君津市立松丘小学校

6/9(土) 【高知県】蒔絵台中央緑道・3号公園

身近な自然への関心や愛着が高める活動と
して緑道にプレートを設置しました。

44名参加

6/19(火) 【東京都】八王子市立浅川中学校

53名参加

101名参加

60名参加

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

千葉県インストラクターの指導の下、校庭の
樹木にプレートを設置しました。

自分たちで一生懸命調べた樹木について、
葉っぱや花の絵のプレートを作成しました。

君津市教育委員会生涯学習文化職員と
千葉県インストラクターの方をお招きしました。

6月～7月 【東京都】八王子市立みなみ野中学校 8名参加

彫刻刀を使って樹木名を彫り、その中に墨
汁を流し入れて表面仕上げを行いました。
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2018年度ニッセイ緑の財団年間活動予定

❝ニッセイの森❞育樹活動 森林を愛する人づくり活動

■樹木名プレート設置状況

№ 設置日 場所 設置校・団体 参加者

1 5/28 千葉県 君津市周南公民館 31名

2 6/10 千葉県 浦安市エルシティ管理組合・自治会 57名

3 5/12 大阪府 大阪府立園芸高等学校 88名

4 6/19 千葉県 君津市立秋元小学校 60名

5 6/13 千葉県 君津市立松丘小学校 53名

6 6/9 高知県 高知市横浜新町まちづくり市民会議 44名

7 5/17 東京都 八王子市立中山中学校 9名

8 6/19 東京都 八王子市立浅川中学校 101名

9 6月～7月 東京都 八王子市立みなみ野中学校 8名

10 6月中旬 東京都 八王子市上柚木中学校 13名

11 7/5 長野県 御代田町立御代田南小学校 110名

合計 574名 ※応募ベースで40校(団体)より受付済

■"ニッセイの森"での育樹活動
№ 日程 ニッセイの森 場所 森林管理署・事務所 主催支社(本部) 参加者

1 4/7(土) 員弁の森 三重県 三重森林管理署 四日市支社 雨天中止

2 5/12(土) 常陸太田の森 茨城県 茨城森林管理署 水戸支社 50名

3 5/12(土) 大田原の森 栃木県 塩那森林管理署 宇都宮支社 61名

4 5/19(土) 軽井沢の森 長野県 東信森林管理署 長野支社 49名

5 5/19(土) 飛鳥の森 奈良県 奈良森林管理事務所 奈良支社・本店 雨天中止

6 5/26(土) 賀茂の森 広島県 広島森林管理署 広島支社 77名

7 5/26(土) まんのうの森 香川県 香川森林管理事務所 高松支社 53名

8 6/3(日) 希望の丘 宮城県 ー 仙台支社 120名

9 6/16(土) 伊豆の森 静岡県 伊豆森林管理署 沼津支社・本部 雨天中止

10 6/16(土) 知内の森 北海道 檜山森林管理署 函館支社 59名

11 7/7(土) 富士の森 静岡県 静岡森林管理署 本部・沼津支社 雨天中止

12 8/4(土) 支笏湖の森 北海道 石狩森林管理署 札幌支社

13 8/4(土) 山形の森 山形県 山形森林管理署 山形支社

14 9/1(土) 桂湖の森 富山県 ー 富山支社

15 9/1(土) 関川の森 新潟県 下越森林管理署村上支署 新潟支社

16 9/8(土) 平泉の森 岩手県 岩手南部森林管理署 盛岡支社

17 9/8(土) 加茂川の森 岡山県 岡山森林管理署 岡山支社

18 10/13(土) 夏泊の森 青森県 青森森林管理署 青森支社

19 10/13(土) ときがわの森 埼玉県 埼玉森林管理事務所 川越支社

20 11/3(土) 美の山の森 埼玉県 ー 本部・熊谷支社

21 11/10(土) 社の森 兵庫県 兵庫森林管理署 本店・明石支社

22 12/2(日) 熊本の森 熊本県 熊本森林管理署 熊本支社

23 12/15(土) 筑前の森 福岡県 福岡森林管理署 福岡総合支社・久留米支社

24 12/15(土) 脊振の森 佐賀県 佐賀森林管理署 佐賀支社

合計 469名

■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 参加者
1 7/23 (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 30名

2 7/24 関連事業統括部 大宮ソニックシティビル - 夏休み自由研究フェス！　ブース出展 47名

3 7/28 CSR推進部 東京都 高尾の森 森の探検隊 雨天中止

4 7/28 CSR推進部 兵庫県 社の森 森の探検隊 39名

5 7/31 LP名古屋 LP名古屋 - 夏休み自由研究フェス！　ブース出展 28名

6 8/6 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

7 8/8 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

8 10/10 人材開発部 東京都 高尾の森 日本生命　新入職員研修

9 10-11月頃 (公財)日本生命済生会 日本生命病院 - 健康キッズ！

10 12月頃 (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(クリスマスリース作り)

■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 参加者
1 4/22 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 52名

2 5/24 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 15名

3 5/28 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 25名

4 7/1 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 43名

5 8/5 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

6 8/30 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

7 9/11 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

8 10/28 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

9 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3回予定)

10 5/5 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい木育教室 84名

11 8/25 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい木育教室

12 調整中 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい木育教室(残2回予定)

13 3/31-4/1 神奈川県 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 120名

14 5/12-13・26-27 長野県・山梨県 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 124名

15 10月頃 東京都 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

16 11月頃 東京都 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

17 調整中 東京都 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

18 4/22 東京都 高尾の森 高尾の森自然観察会(たちかわ市民交流大学受講生向け) 34名

19 5/31 東京都 高尾の森 喜楽会(ﾆｯｾｲOG・OB会)自然観察会 30名

20 6/9-6/10 北海道(札幌駅) ー 木育ひろばinチ・カ・ホ2018 ブース出展 559名

21 7/30-7/31 福井県 ー 学校の森・子どもサミット 248名

22 8/14-8/15 千葉県(イオンモール幕張新都心) ー ニッセイ緑の夏休み自由研究会

23 2月頃 千葉県 大多喜の森 大多喜の森ｲﾍﾞﾝﾄ教室

合計 1478名

キャンプ地等イベント

森林教室

木育教室

その他イベント


