
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2018年度8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

🌲最上の森（山形県）
・上は林道、下は沢、左右はスギ林に囲まれた中斜面に拡がる森。
・コナラ、ケヤキなどの植栽木に混在する形で、自然発生したホウノキ・イタヤカエデ
ナナカマド・サクラ類等が成育し、低層にはユキツバキなどが繁茂している。

8/6(月) 【東京都】ニッセイグループ夏休み自由研究フェス！ 56名参加

・傾斜も緩く、非常に見渡しが良い環境。
・中央部分にキリ、ホウノキ等の自然発生木が多く、これらも順調に成育している。

8/4(土) 【山形県】“ニッセイ山形の森”下草刈ボランティア

【場所】”ニッセイ山形の森”
【協力】山形森林管理署・庄司林業 様

森の状況

周りの雑草の背丈が、一部の植栽木を超えており、光が当たりにくい
状況でしたが、参加者の皆様の頑張りの結果改善され、見通しの
良いスッキリとした森になりました。

・札幌市から近く、平坦な森でボランティアの好適地
・広葉樹を中心に食害が見られたが、昨年度実施したネット張りの効果もあり順調に成育している。

8/4(土) 【北海道】“ニッセイ支笏湖の森”下草刈ボランティア

【場所】“ニッセイ支笏湖の森”
【協力】石狩森林管理署・エニワ林工 様

森の状況

2011年
植樹

75名参加

151名参加

全国的に猛暑のニュースが相次ぐ中、北海道支笏湖は最高気温
２３℃ととても涼しく、快適な環境の中で下刈ボランティアを行うこと
が出来ました。

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）

【場所】日本生命丸の内ビル
【協力】関連事業統括部

8/8(水) 【大阪府】ニッセイグループ夏休み自由研究フェス！ 49名参加

東京開催と同じく「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。

【場所】日本生命本店東館
【協力】関連事業統括部

2011年
植樹

ケヤキの状況 ホオノキ等の状況

8/14(火)-15(水) 【千葉県】ニッセイ緑の木育・夏休み自由研究会

間伐材などを活用した、キーホルダーや笛等の４種類のコン
テンツかの中からお気に入りの作品づくりに取組みました。

705名参加

【場所】イオンモール幕張新都心
【協力】千葉県森林インストラクター会 様

8/25(土)-26(日) 【千葉県】木工クラフトワークショップ

ネイチャークラフト作家の長野修平さんに“ニッセイの森”の
間伐材を使用したクラフトワークショップを出展していただきま
した！

87名参加

【場所】オートキャンプフルーツ村
【協力】長野修平様
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🌳森林を愛する人づくり事業活動

樹木名プレートの設置 ※当月中に写真を送付いただいた学校等を掲載

7/4(水) 【長野県】御代田町立御代田南小学校

7/3(火) 【東京都】八王子市立上柚木中学校

小学生部活動体験で小中学生が協力して樹木名プレート
を作成しました。

13名参加

8/5(日) 【新潟県】絵本の家「ゆきぼうし」

100名参加

50名参加

長野県東信森林管理署の方の指導のもと、国有林の樹木
にプレートを設置しました。

森の中の気になる樹木についての学習を行った後、プレート
を作成し、樹木への取り付け作業を行いました。

8/5(日)【宮城県】ふれあい森林教室（8/5・17・24・30 計4回）

森林の中で歩道づくりや、カブト虫の養育溝づくり、ヒノキ
の皮むき等、暑さに負けず取組みました。

合計187名参加

【場所】森から考えるESD学びの森
【協力】宮城県森林インストラクター協会 様

【宮城県】ふれあい木育教室（8/11・25 計2回）

森から考えるESD学びの森等で採取した間伐材の端材
を活用してクラフト作りを行いました。

合計204名参加

【場所】宮城県県民の森・青少年の森
【協力】宮城県森林インストラクター協会 様

Instagram 公式アカウントを開設しました！

ボランティア活動 樹木名プレート 各種イベント活動

全国の“ニッセイの森”でのボランティア活動をはじめ、緑の財団の
活動内容をタイムリーに発信して参ります！

③公式HP②Facebook①Instagram

公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ・Ｆａｃｅｂｏｏｋ・ＨＰをご覧の上・・・

『ニッセイ緑』と検索いただくと、当財団のページをご覧になれます！



2018年度ニッセイ緑の財団年間活動予定
❝ニッセイの森❞森林づくり活動 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 7/3 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 100名

12 8/5 新潟県 絵本の家「ゆきぼうし」 60名

※応募ベースで75校(団体)より受付済

合計 3,390名

■"ニッセイの森"での育樹活動
№ 日程 ニッセイの森 場所 内容 主催支社(本部) 参加者

1 4/7(土) 員弁の森 三重県 補植等 四日市支社 雨天中止

2 5/12(土) 常陸太田の森 茨城県 枝打 水戸支社 50名

3 5/12(土) 大田原の森 栃木県 下刈・除伐 宇都宮支社 61名

4 5/19(土) 軽井沢の森 長野県 間伐 長野支社 49名

5 5/19(土) 飛鳥の森 奈良県 除伐 奈良支社・本店 雨天中止

6 5/26(土) 賀茂の森 広島県 間伐 広島支社 77名

7 5/26(土) まんのうの森 香川県 枝打 高松支社 53名

8 6/3(日) 希望の丘 宮城県 植樹・雑草抜き 仙台支社 120名

9 6/16(土) 伊豆の森 静岡県 除伐 沼津支社・本部 雨天中止

10 6/16(土) 知内の森 北海道 下刈 函館支社 59名

11 7/7(土) 富士の森 静岡県 間伐 本部・沼津支社 雨天中止

12 8/4(土) 支笏湖の森 北海道 下刈 札幌支社 151名

13 8/4(土) 山形の森 山形県 下刈 山形支社 75名

14 9/1(土) 桂湖の森 富山県 下刈り・つる切 富山支社

15 9/1(土) 関川の森 新潟県 被害木整理 新潟支社

16 9/8(土) 平泉の森 岩手県 つる切/枝打 盛岡支社

17 9/8(土) 加茂川の森 岡山県 除伐 岡山支社 豪雨の影響により中止

18 10/13(土) 夏泊の森 青森県 間伐 青森支社

19 10/13(土) ときがわの森 埼玉県 枝打 川越支社

20 11/3(土) 美の山の森 埼玉県 下刈・つる草除去 本部・熊谷支社

21 11/10(土) 社の森 兵庫県 枝打・間伐・除伐 本店・明石支社

22 11/10(土) 内灘の森 石川県 つる切 金沢支社

23 12/2(日) 熊本の森 熊本県 枝打 熊本支社

24 12/15(土) 筑前の森 福岡県 枝打 福岡総合支社・久留米支社

25 12/15(土) 脊振の森 佐賀県 除伐 佐賀支社

合計 695名


