
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2019年度7月号) ◇

🌳森林づくりボランティア活動 ※当月中に写真を送付いただいた学校等を掲載

●ニッセイの森の第1号の森であり、植栽から25年以上経過しており、ボランティアで間伐を実施
●植栽したヒノキは順調に成育

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(本部・ニッセイ情報テクノロジー・大樹生命)
【協力】静岡森林管理署・富士森林組合 様

森の状況

密集していた木々が皆様の作業によって、明るくきれいな森になり
ました。
当日は雨も心配されましたが、無事にボランティアを開催することが
できました。

1992年植樹

【静岡県】“ニッセイ富士の森”間伐ボランティア 79名参加7/20(土)

🌳森林のめぐみに触れる活動

【千葉県】夏休み子供工作教室(@松戸ニッセイエデンの園) 28名参加7/23(火)

間伐材などの森の恵みを使って時計
を作りました。参加者の皆さんにとても
喜んでいただきました。

(協力:ニッセイ聖隷健康福祉財団)

【大阪府】夏休み自由研究フェス(@日本生命本店東館) 74名参加7/29(月)

森林づくりや間伐について学び、
”ニッセイの森”の間伐材を活用して時
計の作成を行いました。

(協力:日本生命グループ事業推進部)

4/24(水)・
6/5(水）

【東京都】共立女第二中学校・高等学校

5/8(水) 【福島県】喜多方市立第三小学校

6/8(土) 【高知県】横浜新町まちづくり協議会

6/13(木) 【熊本県】熊本県立聾学校

5/15(水) 【栃木県】栃木県立足利特別支援学校

樹木名プレート・学校の木のしおりの活用

自然観察会では「しおり」と「プレート」
が先生の説明と実際の樹木との橋渡
しとなり、生徒達にとって校内の樹木
が身近なものになりました。なりました。

活動を通して、児童たちが学校の樹
木に興味を持ち、名前を覚える良い
きっかけになりました。

昨年度に続き２度目の大好評のイ
ベントで、活動を通して親子で樹木
の名前を覚えることができました。

自分の樹木を決めたことで、木に対
する愛着も湧いてきたようで、身近に
ある自然について考える良い機会に
なりました。

昨年度設置した樹木名プレートで樹
木の名前を確認しながら、実際に樹
木の実・葉っぱ・花などを、しおりの写
真と見比べながら観察を行いました。

プレート

しおり

プレート

プレート

プレート

【宮城県】ふれあい森林教室(@森から考えるESD学びの森) 26名参加7/30(火)

自然観察を行いながら階段の補修や
除草、看板前の整備などを行いました。
暑さに負けず元気に活動しました。
(協力：宮城県森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会)

＜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、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。

しおり



◇ニッセイ緑の財団活動通信(2019年度7月号) ◇

🌳”ニッセイ”の森踏査活動

🌲山形の森（山形県）

●県民の森に隣接する場所でミズナラ、イロハモミジなどを植栽した緩傾斜の森

●下刈で誤って刈り払われた植栽木が回復し、順調に成長

2011年植樹

🌲月山の森（山形県）

●スギ区域は植栽木が順調に成長

●エンジュとキハダ区域は、除伐を実施したこともあり、植栽木が順調に成長

1994年植樹

スギの概況 キハダの概況

ニッセイ緑の財団はSNSや公式HPで活動内容を紹介しています！

リンク先はこちら リンク先はこちらリンク先はこちら

①Instagram ②Facebook ③公式ホームページ

〈Instagram+Facebook〉

「フォロー」 「いいね！」 をお願いいたします。

全て「ニッセイ 緑」

で検索すると出てきます！

イロハモミジの概況 ミズナラの概況

🌲七会の森（茨城県）

●ヒノキは順調に成長。樹高が20m前後のものも多く見られる

●広葉樹区域にはリョウブ、ウリカエデ、クヌギ、フサザクラ等自然発生木が多い

1996年植樹

ヒノキの概況 ケヤキの概況

🌲里美の森（茨城県）

●林道に沿って伸びる緩傾斜のヒノキとスギの森

●植栽したヒノキとスギは除伐等で適切な密度となっており、順調に成長

1993年・1994年植樹

ヒノキの概況① ヒノキの概況②

🌲大子の森（茨城県）

●ヒノキは残存本数が多く、順調に成長(樹高12-14m）

●ヤチダモは西側の湿地区域にまとまって残存し樹高12ｍ前後となっている

2002年植樹

ヤチダモの概況 ヒノキの概況

【大分県】大分大学での環境講座(@大分大学) 69名参加7/17(水)

生命保険協会大分支部の紹介で、大
分大学での講座のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰとして森
林を取り巻く環境、当財団の事業概要
等について講義を行いました。

TOPICS!

【参加者の感想】

〇環境認識とそれを踏まえた財団の森林づくり事業について

・世界中の森林破壊および日本の森林の現状（放置林等）がよくわかりました。
・ニッセイの森が全国に２００か所近くあって、懸命に森林づくりをされていることを知り、感謝
の気持ちで一杯です。

・私も機会があれば森林づくりプロジェクトに参加してみたいと思います。

〇財団の森林を愛する人づくり事業について

・“ニッセイの森”友の会の方が参加して、全国でボランティアを大規模に行っていることを知り、
とても驚きました。

・森林づくり事業だけでなく、間伐材を多く使ったたくさんのイベントを行っていることが想像以
上でした。

・森の資源を使い、循環させていく事が重要になるので、間伐した木材の有効的な使い道を考える
ことは大事だと思いました。

・自分も昔、樹木名プレートを書いた覚えがあるので、身近なところで同じ活動が行われていてう
れしく思いました。

・最も興味を惹かれたのは「木のしおり」の作成プロジェクトです。生徒全員が木の名前を知る活
動に参加できるので、まさに学校全体として取り組めて素晴らしいと思います。また自分の学校
にある木のしおりであるため、すでに校庭にある実際の木を確認することができるため、生徒に
とってもより木が木の名前が身近に感じると思います。私も小学校の時にオリジナルの木のしお
りが欲しかったです。

〇財団事業全体について

・今のビジネス、企業に求められていることは利益ではなく、社会貢献だと思いますし、その中で
森林保全に取り組んでいるニッセイ緑の財団は素晴らしいと思いました。

・「ニッセイ緑の財団」の目標にSDGsの全項目を含んでおり、更にそれらを循環させているのはす
ごいと思います。今まで自分たちも考えたこともあるが、全てをつなげて考えたことはなかった
ので、これからは自分もそのように考えたいと思います。

・全国で様々な活動をしていることを知り、実現したいことのためにやるべきことをできる限り
やっていらっしゃるのだとわかり、広めたい、知ってほしいという想いがとても伝わりました。

このような環境講座を日本全国で開催していきたいと考えております。
ご希望される大学・団体等がいらっしゃいましたらご連絡ください

TEL：03-3501-9203(辻井宛) e-mail：info@nissay-midori.jp



2019年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況
■”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 除伐 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 152名

4 6/22(土) 社の森 兵庫県 竹除伐 本店 46名

5 6/29(土) 美の山の森 埼玉県 除伐 本部 68名

6 7/20(土) 富士の森① 静岡県 間伐 本部 79名

7 8/3(土) 苫小牧の森 北海道 下刈・除伐 苫小牧支社

8 8/3(土) 鮭川の森 山形県 下刈 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 松戸ﾆｯｾｲｴﾃﾞﾝの園(千葉県) --- 夏休み自由工作ｲﾍﾞﾝﾄ 28名

2 7/29(月) グループ事業推進部 大阪府 --- ﾆｯｾｲｸﾞﾙｰﾌﾟ夏休み自由研究ﾌｪｽ! 73名

3 8/2(金) グループ事業推進部 神奈川県 --- ﾆｯｾｲｸﾞﾙｰﾌﾟ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 --- ﾆｯｾｲｸﾞﾙｰﾌﾟ夏休み自由研究ﾌｪｽ!

6 9/18(水) 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 大阪府 --- ニッセイ緑の環境講座

8 11/23(土) CSR推進部 千葉県 大多喜の森 森の探検隊(関東)

9 12月頃 (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 松戸ﾆｯｾｲｴﾃﾞﾝの園(千葉県) --- 木工クラフトワークショップ

10 12/3(火) 苫小牧支社 北海道 --- 支社向けイベント

11 12/5(木) 仙台支社 宮城県 --- 支社向けイベント

12 12/11(水) CSR推進部 丸の内ビル(東京都) --- 本部向けイベント

13 12/18(水) CSR推進部 本店東館(大阪府) --- 本店向けイベント

14 12/26(木) 代理店サポートセンター等 虎ノ門NNビル(東京都) --- 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 7/17(水) 大分大学での環境講座 大分県 --- 69名

3 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) ---

4 11/24(日) ビオキッズ 東京(調整中) ---

6 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

7 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) ---

8 --- ドングリ学校 各参加校 ---

9 --- 木工クラフトワークショップ 各会場 --- 79名

10 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

11 7/30(火) 26名

12 8/24(土)

13 8/26(月)

14 9/10(火)

15 9/14(土)

16 10/27(日)

17 10/28(月)

18 11/15(金)

19 11/18(月)

20 3/21(土)

21 4/21(日)

ふれあい木育教室

34名

22 5/5(日) 243名

23 6/14(金) 30名

24 6/21(金) 15名

25 8/24(土)

26 8/25(日)

27 8月頃

28 10/14(月)

29 11月頃

30 12/7(土)

31 1/19(日)

32 2/16(日)

1,156名参加



樹木名プレート(樹名板)

学校の木のしおり

196名参加

応募状況 実施状況
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 設置校・団体 参加者

1 岡山県 倉敷市立第五福田小学校 19 岡山県 倉敷市立薗小学校 37 佐賀県 唐津焼の里育成協議会 1 熊本県 熊本県立聾学校 41名

2 福島県 郡山市立行健小学校 20 北海道 帯広市立稲田小学校 38 東京都 港区立青山中学校 2 千葉県 印西市教育センター 58名

3 群馬県 高崎市立城山小学校 21 大阪府 阿武山たつの子認定こども園 39 栃木県 佐野市立葛生南小学校 3 岡山県 倉敷市立下津井西小学校 13名

4 千葉県 君津市小糸公民館 22 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 40 千葉県 船橋市立飯山満小学校 4 福島県 喜多方市立第三小学校 33名

5 岡山県 倉敷市立第一福田小学校 23 千葉県 市原市立市西小学校 41 東京都 八王子市立上柚木中学校 5 東京都 共立女子第二中学校高等学校 28名

6 大阪府 高槻市立阿武山小学校 24 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 42 北海道 湧別町立芭露学園 6 高知県 横浜新町まちづくり協議会 23名

7 岩手県 八幡平市立安代小学校 25 群馬県 キンダ－学童・かんな学童 43 北海道 石狩市立八幡小学校

8 福島県 いわき市立上遠野小学校 26 福島県 幼保連携型認定こども園ひかり 44 茨城県 つくばみらい市立豊小学校

9 岡山県 倉敷市立二万小学校 27 北海道 帯広市立広陽小学校 45 東京都 港区立高松中学校

10 岡山県 倉敷市立下津井東小学校 28 福島県 県立石川支援學校たまかわ校 46 北海道 札幌市立白石小学校

11 岡山県 倉敷市立上成小学校 29 栃木県 壬生町立壬生北小学校 47 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校

12 岡山県 倉敷市立柳井原小学校 30 北海道 北斗市立市渡小学校 48 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校

13 岡山県 倉敷市立南浦小学校 31 福井県 日本生命福井支社 49 北海道 札幌市立羊丘中学校

14 岡山県 倉敷市立粒江小学校 32 青森県 野辺地町立野辺地小学校 50 和歌山県 田辺市立上秋津小学校

15 岡山県 倉敷市立第四福田幼稚園 33 東京都 江戸川区立大杉東小学校 51 栃木県 小山市立若木小学校

16 岡山県 倉敷市立本荘小学校 34 栃木県 壬生町立睦小学校 52 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校

17 岡山県 倉敷市立乙島小学校 35 東京都 青梅市立第四小学校

18 岡山県 倉敷市立玉島小学校 36 千葉県 木更津市立富来田小学校

応募状況 実施状況

NO. 場所 活用校・団体 NO. 場所 活用校・団体 NO. 場所 設置校・団体 参加者

1 岡山県 倉敷市立第五福田小学校 12 東京都 江戸川区立大杉東小学校 1 栃木県 栃木県立足利特別支援学校 75名

2 福島県 郡山市立行健小学校 13 千葉県 木更津市立富来田小学校 2 東京都 共立女子第二中学校高等学校 460名

3 群馬県 高崎市立城山小学校 14 北海道 石狩市立八幡小学校 3 福島県 喜多方市立第三小学校 104名

4 千葉県 松戸市立横須賀小学校 15 東京都 港区立高松中学校 4 千葉県 君津市周南公民館 21名

5 岡山県 倉敷市立玉島小学校 16 北海道 札幌市立白石小学校

6 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 17 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校

7 千葉県 市原市立市西小学校 18 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校

8 愛知県 岡崎市立形埜小学校 19 和歌山県 田辺市立上秋津小学校

9 福島県 県立石川支援學校たまかわ校 20 栃木県 小山市立若木小学校

10 栃木県 壬生町立壬生北小学校 21 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校

11 北海道 北斗市立市渡小学校

660名参加


