
緑の財団活動通信(‘19年度8月号)

🌳森林づくりボランティア活動

●2001年に植栽したミズナラとブナは順調に成長
●2015年に補植したサクラとブナは一部雪折れが見られるがおおむね順調に成長

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(山形支社)
【協力】山形森林管理署最上支署・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で改善され見通
しの良いスッキリとした森になりました。

2001年植樹

【山形県】“ニッセイ鮭川の森”下刈ボランティア 82名参加8/3(土)

●植栽したトドマツは順調に成育
●自然発生木としてカラマツが1m前後に成長しているほか、イタヤカエデ・ダケカンバも見られる。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(苫小牧支社)
【協力】胆振東部森林管理署・苫小牧広域森林組合苫小牧

支所 様

森の状況

例年は涼しい苫小牧市も当日は30℃を超える暑い日となりま
したが、皆様の頑張りで雑草木で覆われていた森がスッキリとし
た森になりました。

2007年植樹

【北海道】“ニッセイ苫小牧の森”下刈・除伐ボランティア 61名参加8/3(土)



緑の財団活動通信(‘19年度8月号)

🌳森林のめぐみに触れる活動

【千葉県】ニッセイ緑の木育・夏休み自由研究会(@ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心) 1,019名参加
8/14(水)
-15(木)

初めての神奈川県開催でしたが、親子で間
伐材を使った「世界でひとつだけの時計」を
作成しました。
（協力:日本生命グループ事業推進部)

【神奈川県】夏休み自由研究フェス(@日本生命横浜西口KNビル) 50名参加8/2(金)

飾り付けの素材選びから始まり、親子で楽
しむ素敵な時計作りの思い出ができました。
(協力:日本生命グループ事業推進部)

【東京都】夏休み自由研究フェス(@日本生命丸の内ビル) 74名参加8/9(金)

参加の者の方々は自然の中、自然素材を
使ったバッチ作りを体験いただきました。

(協力:ﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾄ作家 長野修平氏)

【福井県】Cooking Camp2019 (@前坂キャンプ場) 67名参加8/12(月)

アジサイの剪定や甲虫養育溝づくりや、ベン
チづくり、畑の除草作業などを行い、森も見
違えるほどキレイになりました。
(協力:宮城県森林インストラクター協会)

【宮城県】ふれあい森林教室(@森から考えるESD学びの森) 40名参加8/24(土)

「史都多賀城環境グルーヴフェス」に出展し
“ニッセイの森”で採れたヒノキの間伐材等を
利用したネイチャークラフトを体験していただ
きました。
(協力:宮城県森林インストラクター協会)

【宮城県】ふれあい木育教室(@宮城県多賀城市) 206名参加
8/24(土)
-25(日)

たくさんのクラフトの中からお好きなものを選
んで工作をしていただき、楽しんでいただきま
した。単独イベントとして初めて参加者が
1,000名を超えました。
(協力:千葉県森林インストラクター会)



緑の財団活動通信(‘19年度8月号)

※当月中に写真を送付いただいた学校等を掲載樹木名プレート・学校の木のしおりの活用

6/6(木) 【岡山県】倉敷市立下津井東小学校
プレート

委員会活動の取り組みとして作成した樹木
名プレートを全学年に見てもらうために、児
童の目の高さに設置する工夫をしました。

６/22(土) 【佐賀県】唐津焼の里育成協議会
プレート

樹木名を調べ樹木の説明カードを作りまし
た。「唐津焼の里まつり」当日はカードを見な
がらプレートを作成し、古窯の森公園の樹
木に設置しました。

6/22(土) 【千葉県】君津市小糸公民館
プレート

小糸親子教室の参加者で毒性のある樹木
には大人が「危険な木」という表示をするな
ど、とても充実した活動となりました。

遊歩道づくりや甲虫養育溝づくり、ヒノキの
伐採、植樹した木の蔓取りなどの活動を行
いました。

(協力:宮城県森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会)

【宮城県】ふれあい森林教室(@森から考えるESD学びの森) 98名参加8/26(月)

6/26(水) 【岡山県】倉敷市立粒江小学校
プレート

「作成した児童たちが卒業して学校を訪れ
た時、自分の作った樹木名プレートを見て
懐かしむ姿を思い浮かべました。」との感想
をいただきました。



緑の財団活動通信(‘19年度8月号)

＜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
加工し、学校等に寄贈する取り組みを行っています。
身近な自然に親しみ、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。

🌳”ニッセイ”の森踏査活動

🌲南部の森（山梨県）

●植栽したヒノキは高い残存率で樹高18m程度まで成育。
●コナラ、シデ、トチノキ等が自然発生している。

1993年植樹

ヒノキの概況 自然発生木の概況

7/2(火) 【岡山県】倉敷市立第一福田小学校
プレート

「樹木を守ろう！」など、自然を大切にする
思いを書きました。樹木の名前を特定するこ
とは難しかったですが、学校にある樹木に関
心を持つきっかけとなりました。

7/3(水) 【岡山県】倉敷市立第四福田幼稚園
プレート

親子でプレートを作成し、設置は先生と一
緒に「あなたがプレートを作ったのはこの木で
すよ」と伝えながら行いました。

7/18(木) 【東京都】港区立青山中学校
プレート

校庭の葉っぱを観察しながら、樹木名プレー
トを作成し、休み時間や日常生活で生徒
がよく通る場所に設置しました。



‘19年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況①

■”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 61名

8 8/3(土) 鮭川の森 山形県 下刈 山形支社 82名

9 8/31(土) 阿寒の森 北海道 枝打 道東支社 中止

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

638名参加



■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! 50名

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! 74名

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) --- 1,019名

4 11/24(日) ビオキッズ 東京都(世田谷公園) ---

5 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 --- 146名

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 7/30(火) 26名

11 8/24(土) 40名

12 8/26(月) 98名

13 9/10(火)

14 9/14(土)

15 10/27(日)

16 10/28(月)

17 11/15(金)

18 11/18(月)

19 3/21(土)

20 4/21(日)

ふれあい木育教室

34名

21 5/5(日) 243名

22 6/14(金) 30名

23 6/21(金) 15名

24 8/24(土)-25(日) 206名

25 10/14(月)

26 11月頃

27 12/7(土)

28 1/19(日)

29 2/16(日)

‘19年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況②

2,215名参加



樹木名プレート(樹名板)

実施済

NO. 場所 設置校・団体 参加者 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 60名 13 北海道 帯広市立稲田小学校 93名

2 群馬県 高崎市立城山小学校 20名 14 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 102名

3 熊本県 熊本県立聾学校 41名 15 東京都 共立女子第二中学校高等学校 28名

4 千葉県 君津市小糸公民館 51名 16 北海道 帯広市立広陽小学校 26名

5 岡山県 倉敷市立第一福田小学校 28名 17 福島県 県立石川支援學校たまかわ校 24名

6 千葉県 印西市教育センター 58名 18 北海道 北斗市立市渡小学校 23名

7 大阪府 高槻市立阿武山小学校 39名 19 福井県 日本生命福井支社(県支援外山整備事業) 20名

8 岡山県 倉敷市立下津井東小学校 11名 20 高知県 横浜新町まちづくり協議会 23名

9 岡山県 倉敷市立粒江小学校 19名 21 佐賀県 唐津焼の里育成協議会 55名

10 岡山県 倉敷市立第四福田幼稚園 47名 22 東京都 港区立青山中学校 12名

11 岡山県 倉敷市立下津井西小学校 13名 23 東京都 八王子市立上柚木中学校 27名

12 福島県 喜多方市立第三小学校 33名

応募状況

NO. 場所 設置校・団体 NO. 場所 設置校・団体

1 福島県 郡山市立行健小学校 21 東京都 青梅市立第四小学校

2 岩手県 八幡平市立安代小学校 22 千葉県 木更津市立富来田小学校

3 福島県 いわき市立上遠野小学校 23 栃木県 佐野市立葛生南小学校

4 岡山県 倉敷市立二万小学校 24 千葉県 船橋市立飯山満小学校

5 岡山県 倉敷市立上成小学校 25 北海道 湧別町立芭露学園

6 岡山県 倉敷市立柳井原小学校 26 北海道 石狩市立八幡小学校

7 岡山県 倉敷市立南浦小学校 27 茨城県 つくばみらい市立豊小学校

8 岡山県 倉敷市立本荘小学校 28 東京都 港区立高松中学校

9 岡山県 倉敷市立乙島小学校 29 北海道 札幌市立白石小学校

10 岡山県 倉敷市立玉島小学校 30 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校

11 岡山県 倉敷市立薗小学校 31 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校

12 大阪府 阿武山たつの子認定こども園 32 北海道 札幌市立羊丘中学校

13 千葉県 市原市立市西小学校 33 和歌山県 田辺市立上秋津小学校

14 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 34 栃木県 小山市立若木小学校

15 群馬県 キンダ－学童・かんな学童 35 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校

16 福島県 幼保連携型認定こども園ひかり 36 千葉県 松戸ニッセイエデンの園

17 栃木県 壬生町立壬生北小学校 37 栃木県 上三川町立北小学校

18 青森県 野辺地町立野辺地小学校 38 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校

19 東京都 江戸川区立大杉東小学校 39 北海道 北斗市立谷川小学校

20 栃木県 壬生町立睦小学校

832名参加



学校の木のしおり

実施済

NO. 場所 設置校・団体 参加者 NO. 場所 設置校・団体 参加者

1 栃木県 栃木県立足利特別支援学校 75名 3 福島県 喜多方市立第三小学校 104名

2 東京都 共立女子第二中学校高等学校 460名 4 千葉県 君津市周南公民館 21名

応募状況
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 13 北海道 石狩市立八幡小学校

2 群馬県 高崎市立城山小学校 14 東京都 港区立高松中学校

3 千葉県 松戸市立横須賀小学校 15 北海道 札幌市立白石小学校

4 岡山県 倉敷市立玉島小学校 16 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校

5 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 17 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校

6 千葉県 市原市立市西小学校 18 和歌山県 田辺市立上秋津小学校

7 愛知県 岡崎市立形埜小学校 19 栃木県 小山市立若木小学校

8 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 20 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校

9 栃木県 壬生町立壬生北小学校 21 千葉県 松戸ニッセイエデンの園

10 北海道 北斗市立市渡小学校 22 栃木県 上三川町立北小学校

11 東京都 江戸川区立大杉東小学校 23 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校

12 千葉県 木更津市立富来田小学校 24 北海道 北斗市立谷川小学校

660名参加


