
2019年度ニッセイ緑の財団年間活動予定

■”ニッセイの森”での育樹活動
NO. 日程 ニッセイの森 場所 内容 主催支社(本店・本部) 参加者数

1 5/11(土) 湯布院の森 大分県 芽かき 大分支社

2 5/18(土) 土佐山田の森 高知県 間伐 高知支社

3 6/2(日) 希望の丘 宮城県 植樹・下刈 仙台支社

4 6/22(土) 社の森 兵庫県 竹除去 本店

5 6/29(土) 美の山の森 埼玉県 除伐 本部

6 7/20(土) 富士の森① 静岡県 間伐 本部

7 8/3(土) 苫小牧の森 北海道 除伐 苫小牧支社

8 8/3(土) 鮭川の森 山形県 下刈・除伐 山形支社

9 8/31(土) 阿寒の森 北海道 枝打 道東支社

10 9/7(土) 桂湖の森 富山県 下刈・つる切 富山支社

11 9/7(土) 熱海の森 静岡県 除伐 平塚支社

12 9/14(土) 関川の森 新潟県 除伐・間伐 新潟支社

13 9/28(土) 豊橋の森 愛知県 枝打 愛知東支社

14 9/28(土) 加茂川の森 岡山県 除伐・間伐 岡山支社

15 10/5(土) 苗場の森 新潟県 除伐・間伐 長岡支社

16 10/5(土) 富士の森⑩ 静岡県 枝打 沼津・静岡・甲府支社

17 10/26(土) ときがわの森 埼玉県 枝打 本部

18 11/9(土) 内灘の森 石川県 つる切・補植 金沢支社

19 11/16(土) 東阪の森 大阪府 間伐 本店

20 12/1(日) 長崎の森 長崎県 除伐 長崎支社

21 12/1(日) 熊本の森 熊本県 枝打 熊本支社

22 12/14(土) 都城の森 宮崎県 間伐 宮崎支社

23 12/14(土) 東市来の森 鹿児島県 除伐・間伐 鹿児島支社

■日本生命・グループ会社との協業
NO. 日程 協業先の日本生命G 場所 ニッセイの森 イベント名 参加者数

1 7月中旬 (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

2 7月下旬 関連事業部 調整中 --- ニッセイグループ夏休み自由研究フェス！

3 9月末 人材開発部 東京都 --- 日本生命 新入職員研修

4 10/19(土) 日本生命病院 大阪 --- ニッセイ緑の環境講座

5 11/23(土) CSR推進部 調整中 --- 紅葉観察会

6 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

7 12月頃 支社 調整中 --- 支社内勤向けイベント

8 12月頃 CSR推進部 丸の内ビル --- 本部内勤向けイベント

9 12月頃 CSR推進部 本店東館 --- 本店内勤向けイベント

10 12月頃 代理店サポートセンター等 虎ノ門NNビル --- ビル入居者向けイベント

■その他イベント
NO. 日程 イベント名 場所 ニッセイの森 参加者数

1 5/25(土) 自然観察会(立川市の親子向け) 東京都 高尾の森

2 8/14(水)-15(木) ニッセイ緑の木育・夏休み自由研究会 千葉県(イオン幕張) ---

3 10-11月 ビオキッズ 東京(調整中) ---

4 11/20(水) 自然観察会(喜楽会(ﾆｯｾｲOG・OB会)向け) 東京都 高尾の森

6 1/18(土)-1/19(日) 木育ひろばinチ・カ・ホ2019 ブース出展 北海道(札幌駅) ---

7 --- どんぐり学校 各参加校 ---

8 --- 木工クラフトワークショップ 各会場 ---

9 5/27(月)

ふれあい森林教室

宮城県
森から考える
ESD学びの森

10 7/14(日)

11 8月頃

12 8月頃

13 9月頃

14 10月頃

15 10/27(日)

16 11月頃

17 11月頃

18 11月頃

19 3月頃

20 4/21(日)

ふれあい木育教室

34名

21 5/5(土)

22 6月頃

23 8月頃

24 8月頃

25 10月頃

26 11月頃

27 12月頃

28 1月頃

■樹木名プレート応募状況 ■学校の木のしおり応募状況
NO. 場所 設置校・団体 NO. 場所 設置校・団体 NO. 場所 設置校・団体 NO. 場所 活用校・団体 NO. 場所 活用校・団体

1 岡山県 倉敷市立第五福田小学校 11 岡山県 倉敷市立二万小学校 21 岡山県 倉敷市立玉島小学校 1 栃木県 栃木県立足利特別支援学校 11 愛知県 岡崎市立形埜小学校

2 福島県 郡山市立行健小学校 12 岡山県 倉敷市立下津井東小学校 22 岡山県 倉敷市立薗小学校 2 岡山県 倉敷市立第五福田小学校 12 千葉県 君津市周南公民館

3 群馬県 高崎市立城山小学校 13 岡山県 倉敷市立上成小学校 23 福島県 喜多方市立第三小学校 3 福島県 郡山市立行健小学校

4 熊本県 熊本県立聾学校 14 岡山県 倉敷市立柳井原小学校 24 北海道 帯広市立稲田小学校 4 群馬県 高崎市立城山小学校

5 千葉県 君津市立小糸公民館 15 岡山県 倉敷市立南浦小学校 25 大阪府 阿武山たつの子認定こども園 5 東京都 共立女子第二中学校高等学校

6 岡山県 倉敷市立第一福田小学校 16 岡山県 倉敷市立粒江小学校 26 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 6 千葉県 松戸市立横須賀小学校

7 千葉県 印西市教育センター 17 岡山県 倉敷市立第四福田幼稚園 27 東京都 共立女子第二中学校高等学校 7 岡山県 倉敷市立玉島小学校

8 大阪府 高槻市立阿武山小学校 18 岡山県 倉敷市立本荘小学校 28 千葉県 市原市立市西小学校 8 福島県 喜多方市立第三小学校

9 岩手県 八幡平市立安代小学校 19 岡山県 倉敷市立下津井西小学校 29 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 9 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校

10 福島県 いわき市立上遠野小学校 20 岡山県 倉敷市立乙島小学校 10 千葉県 市原市立市西小学校


