
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2019年度5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

・大分市内からもアクセスがよくボランティア適地。
・植栽したクヌギは順調に成育している。2014年に伐採した根本から 萌芽が旺盛に発生。

【主な参加】“ニッセイの森”友の会(大分支社)
【協力】大分森林管理署・久大林産 様

森の状況

木の根から出た芽の一部を整理すること（芽かき）で、
植えた木が大きく育つための作業を行いました。

1993年植樹

【大分県】”ニッセイ湯布院の森”芽かきボランティア 92名参加5/11(土)

・植栽したクヌギは高い残存率で順調に成育。
・スギ、イチゴ類など棘性の植物、アケビなどが自然発生している。

【主な参加】“ニッセイの森”友の会(高知支社)
【協力】嶺北森林森林管理署・大豊町森林組合様

森の状況

植えた木の成長を阻害する不要な木を伐る「除伐」を
中心に、木や枝に絡んだつるを落とす「つる切」も同時に
行い、森全体がとてもスッキリとしました。

2004年植樹

【高知県】”ニッセイ土佐山田の森”除伐ボランティア 58名参加5/18(土)

【東京都】ニッセイ高尾の森 自然観察会 34名参加5/25(土)

午前中は自然観察を行い、午後
は参加者各々が作成した植物名
プレートの設置を行いました。

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

3/25(月) 【熊本県】松橋高等学校

プレートに「和名」「科名」等を記
入し、「誰が見てもわかりやすく」を
テーマにプレート作成をしました。

43名参加

3/18(月) 【東京都】八王子市立由井第一小学校

自らデザインした樹木名プレートを
卒業作品としました。「『マイツ
リー』に対する愛着が深まりまし
た」との感想をいただきました。

135名参加

【宮城県】ふれあい森林教室 30名参加5/27(月)

森づくり体験や自然観察、森の
恵みを活用したクラフトづくりを体
験しました。

【宮城県】ふれあい木育教室 243名参加5/5(日)

宮城県県民の森「子どもの日クラ
フトまつり」に出展し「森から考える
ESDの森」の間伐材を利用した
工作をしました。
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【2019年度】『樹木名プレート』・『学校の木のしおり』の寄贈先募集中！

＜樹木名プレートとは＞
“ニッセイの森“の間伐材を利用し、
樹木名プレートに加工する取組みを実
施しています。
当プレートを学校等に寄贈させていただき、
森林を愛する人が増えていくことを目指
しています。

＜学校の木のしおりとは＞
2019年度からの新しい取組みとして、
設置した樹木名プレートを活用し、全校
をあげて、自然観察等の教育活動に協力
いただける学校に、各学校オリジナルの
「木のしおり」を提供させていただきます。

🌳”ニッセイ”の森踏査活動

🌲大津の森（滋賀県）

●植栽したヒノキは順調に成長。

●尾根部にアカマツ、斜面にヒノキが自然発生。

1993年植樹

ヒノキの概況 アカマツの概況

🌲多賀の森（滋賀県）
●ヒノキの残存本数は多いが、痩せた砂質土壌のため成長は遅い。

●ケヤキとヤマモミジは確認できないが、クヌギ、アカマツなどが自然発生。

1993年植樹

ヒノキの概況 クヌギ/アカマツの概況

🌲遠野の森（岩手県）

●スギ、クリ、トチノキは数多く残存している。
●スギは順調に成長し立木間の枝が接してきているため間伐を検討。

1994年植樹

スギの概況 クリの概況



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・植樹活動
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 92名

2 5/18(土) 土佐山田の森 高知県 間伐 高知支社 58名

3 6/2(日) 希望の丘 宮城県 植樹・雑草抜き 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 協業先の日本生命グループ 場所 ニッセイの森 イベント名 参加者数

1 7/23(火) (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 7/29(月) グループ事業推進部 大阪府 --- ニッセイグループ夏休み自由研究フェス！
3 8/2(金) グループ事業推進部 神奈川県 --- ニッセイグループ夏休み自由研究フェス！
4 8/9(金) グループ事業推進部 東京都 --- ニッセイグループ夏休み自由研究フェス！
6 9月末 人材開発部 東京都 --- 日本生命 新入職員研修
7 10/19(土) 日本生命病院 大阪 --- ニッセイ緑の環境講座
8 11/23(土) CSR推進部 調整中 --- 自然観察会等
9 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
10 12月頃 支社(3支社程度) 調整中 --- 支社向けイベント
11 12月頃 CSR推進部 丸の内ビル --- 本部向けイベント
12 12月頃 CSR推進部 本店東館 --- 本店向けイベント
13 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 34名
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(ニッセイ出身者)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 --- ドングリ学校 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

30名
10 7/14(日)
11 8/24(土)
12 8/26(月)
13 9月頃
14 10月頃
15 10/27(日)
16 11/15(金)
17 11/18(月)
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) 243名
22 6/14(金)
23 8/10(土)
24 8月頃
25 10/14(月)
26 11月頃
27 12/7(土)
28 1/19(日)

■樹木名プレート(樹名板)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 16 岡山県 倉敷市立粒江小学校 31 福島県 幼保連携型認定こども園ひかり 1 栃木県 日光市立足尾小学校 16 北海道 北斗市立市渡小学校

2 福島県 郡山市立行健小学校 17 岡山県 倉敷市立第四福田幼稚園 32 北海道 帯広市立広陽小学校 2 栃木県 栃木県立足利特別支援学校 17 東京都 江戸川区立大杉東小学校

3 群馬県 高崎市立城山小学校 18 岡山県 倉敷市立本荘小学校 33 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 3 岡山県 倉敷市立第五福田小学校 18 千葉県 木更津市立富来田小学校

4 熊本県 熊本県立聾学校 19 岡山県 倉敷市立下津井西小学校 34 栃木県 壬生町立壬生北小学校 4 福島県 郡山市立行健小学校

5 千葉県 君津市立小糸公民館 20 岡山県 倉敷市立乙島小学校 35 北海道 北斗市立市渡小学校 5 群馬県 高崎市立城山小学校

6 岡山県 倉敷市立第一福田小学校 21 岡山県 倉敷市立玉島小学校 36 福井県 日本生命福井支社 6 東京都 共立女子第二中学校高等学校

7 千葉県 印西市教育センター 22 岡山県 倉敷市立薗小学校 37 青森県 野辺地町立野辺地小学校 7 千葉県 松戸市立横須賀小学校

8 大阪府 高槻市立阿武山小学校 23 福島県 喜多方市立第三小学校 38 東京都 江戸川区立大杉東小学校 8 岡山県 倉敷市立玉島小学校

9 岩手県 八幡平市立安代小学校 24 北海道 帯広市立稲田小学校 39 栃木県 壬生町立睦小学校 9 福島県 喜多方市立第三小学校

10 福島県 いわき市立上遠野小学校 25 大阪府 阿武山たつの子認定こども園 40 東京都 青梅市立第四小学校 10 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校

11 岡山県 倉敷市立二万小学校 26 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 41 高知県 横浜新町まちづくり協議会 11 千葉県 市原市立市西小学校

12 岡山県 倉敷市立下津井東小学校 27 東京都 共立女子第二中学校高等学校 42 千葉県 木更津市立富来田小学校 12 愛知県 岡崎市立形埜小学校

13 岡山県 倉敷市立上成小学校 28 千葉県 市原市立市西小学校 43 佐賀県 唐津焼の里育成協議会 13 千葉県 君津市周南公民館

14 岡山県 倉敷市立柳井原小学校 29 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 44 東京都 港区立青山中学校 14 福島県 県立石川支援學校たまかわ校

15 岡山県 倉敷市立南浦小学校 30 福島県 キンダ－学童・かんな学童 15 栃木県 壬生町立壬生北小学校


