
緑の財団活動通信(‘19年度9月号)

🌳森林づくりボランティア活動

●主な樹種であるカツラやモミジ等は順調に成育。
●晴れの日にはエメラルドグリーンで彩られる“桂湖”の美しい湖面を楽しむことが出来る。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(富山支社)
【協力】富山県砺波農林振興ｾﾝﾀｰ・南砺市上平行政ｾﾝﾀｰ・

とやまの森づくりサポートセンター・富山県西部森林組合様

森の状況

下刈とつる切を行い、雑草木で覆われていた森がスッキリとした
森に変化を遂げました。厳しい残暑の中でのボランティア活動と
なりましたが、ご参加いただいた皆様の一生懸命に作業されて
いる姿がとても印象的でした。

2009年協定開始

【富山県】”ニッセイ桂湖の森” 下刈・つる切ボランティア 114名参加9/7 (土)

●ヒノキは’16年のボランティアで間伐を実施し、順調に成長（直径20cm、樹高16m前後）。
●ケヤキは残存本数が多く成長に優劣が大きいため、今回のボランティアで除伐を実施。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(平塚支社)
【協力】伊豆森林管理署・巻上造林 様

森の状況

天候が心配されましたが、当日はさわやかな青空の下、ボラン
ティアを行うことができました。
暗くなっていた森を明るくするための伐採作業を行いました。見
違えるほど明るい森となりました。

1994年植樹

【静岡県】“ニッセイ熱海の森” 除伐ボランティア 37名参加9/7(土)

●植栽したスギは、ところどころに劣勢木や雪折等の被害木がみられるが、地際から2mで枝打ちされた美しい
一斉人工林になっている。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(新潟支社)
【協力】下越森林管理署村上支署・村上林業協同組合 様

森の状況

秋晴れの爽やかな気候の中でボランティアを行うことができました。
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。

1995年植樹

【新潟県】“ニッセイ関川の森” 間伐ボランティア 34名参加9/14(土)



緑の財団活動通信(‘19年度9月号)

🌳森林づくりボランティア活動

●ヒノキを植樹した森で順調に成長してきており、樹高は7m前後になっている。
●東側は枝切りを実施して風通しがよい状況だが、西側は未実施のため、今回のボランティアで枝切りを実施。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(愛知東支社・刈谷支社)
【協力】愛知森林管理事務所・新城森林組合 様

森の状況

枝切作業を行い、植栽木の枝が密集していた森が、見通しの
良い綺麗な森になりました。

2011年植樹

【愛知県】“ニッセイ豊橋の森” 枝打ボランティア 91名参加9/28(土)

●東部分と西部分の2箇所に分かれている森で、植栽木はとても残存率が高い。
●西部分のヒノキと沢沿いのヤマザクラの成長が良好。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(岡山支社)
【協力】岡山森林管理署・岡山森林組合 様

森の状況

森の中により多くの光が入るようにし、木々の成長を促すように
するための「間伐」を行いました。
班毎に力を合わせてロープを引いたりして、歓声を上げる姿が
印象的でした。

2001年植樹

【岡山県】“ニッセイ加茂川の森” 間伐ボランティア 48名参加9/28(土)



緑の財団活動通信(‘19年度9月号)

「生活への森林資源」をテーマに森づくり体
験をしながら、生活の中で活用されている森
林資源やその維持管理について学びました。

(対象：福島県新地町立尚英中学校)

【宮城県】ふれあい森林教室(@森から考えるESD学びの森) 82名参加9/10(火)

森林と太陽の関係について勉強をしながら、
枯れ枝の集積や枝打ち,除伐といった活動
をしました。
(対象:ｲｵﾝ多賀城店・石巻店ﾁｱｰｽﾞｸﾗﾌﾞ)

【宮城県】ふれあい森林教室(@森から考えるESD学びの森) 30名参加9/14(土)

児童は他の友達が選んだ輪切り材や教材
として持ち込んだエゴノキの実などに興味
津々の様子でした。

(対象:仙台市立六郷小学校)

【宮城県】ふれあい木育教室(@仙台市立六郷小学校) 107名参加9/19(木)

※ふれあい森林教室・木育教室はともに宮城県森林インストラクター協会協力の下開催

【東京都】日本生命新入職員研修(@日本生命日比谷ビル) 145名参加9/18(水)

日本生命保険相互会社の新入職員を対
象に「ニッセイ緑の財団の事業内容」等につ
いて約1時間、講義を行いました。

協力：日本生命人材開発部

【参加者の感想】
・全国に194箇所の“ニッセイの森”があり、全国の“ニッセイの森”友の会会員がボラン
ティアを行えるようになっていると知り、自分もその一員であることに責任と誇りを感じまし
た。

・針葉樹だけではなく、広葉樹もたくさん植えて、多様性のある森林づくりを行っているの
がとても良いことだと感じました。

・植樹だけに終わらず長い時間をかけて森林づくりを行っている大変さ、重要性をとてもよく
理解できました。今後機会があれば是非ボランティアに参加したいと思います。

🌳森林を愛する人づくり事業活動



緑の財団活動通信(‘19年度9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

7/4(木) 【東京都】八王子市立上柚木中学校
プレート

樹を選ぶ(自然)、プレートを作成する(美
術)、設置する（力仕事）という分野の違
う活動を、児童が協力して行うことができま
した。

7/12(金)
7/18(木) 【群馬県】高崎市立城山小学校

プレート
しおり

『学校を卒業した後も、自分たちが作成した
「プレート」と「しおり」が学校に残り、とても良
い活動でした』との感想をいただきました。

８/1(木) 【大阪府】高槻市立阿武山小学校
プレート
しおり

たかつき環境市民会議 里山グループの
方々が中心となって、樹木の大切さを学習
した後、プレートを作成し、校庭の植栽図を
参考にして設置を行いました。

6/25(火)
7/16(火) 【岡山県】倉敷市立第五福田小学校小学校

プレート
しおり

しおりを活用して児童が校内にある木に関
心を持つようになり、先生方からは「初めて
知って勉強になった」などとても好評でしたと
の感想をいただきました。

＜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。

🌳森林を愛する人づくり事業活動



■”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 雨天中止

10 9/7(土) 桂湖の森 富山県 下刈・つる切 富山支社 119名

11 9/7(土) 熱海の森 静岡県 除伐 平塚支社 37名

12 9/14(土) 関川の森 新潟県 除伐・間伐 新潟支社 34名

13 9/28(土) 豊橋の森 愛知県 枝打 愛知東支社 91名

14 9/28(土) 加茂川の森 岡山県 除伐・間伐 岡山支社 48名

15 10/5(土) 苗場の森 新潟県 下刈 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

877名参加

‘19年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況①



■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 145名

7 10/19(土) 日本生命病院 大阪府 --- ニッセイ緑の環境講座

8 12/3(火) 苫小牧支社 北海道 --- 支社向けイベント

9 12/5(木) 仙台支社 宮城県 --- 支社向けイベント

10 12/7(土) (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

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

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

13 12/19(木) 御堂筋南支社 大阪府 --- 支社向けイベント

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 11/20(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

5 11/24(日) ビオキッズ 東京都(世田谷公園) ---

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) 82名

14 9/14(土) 30名

15 10/6(日)

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)-25(日) 206名

26 9/19(木) 107名

27 10/14(月)

28 11月頃

29 12/7(土)

30 1/19(日)

31 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

2,579名参加



樹木名プレート(樹名板)

実施状況
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 10 岡山県 倉敷市立第四福田幼稚園 47名

2 群馬県 高崎市立城山小学校 20名 11 岡山県 倉敷市立下津井西小学校 13名

3 熊本県 熊本県立聾学校 41名 12 福島県 喜多方市立第三小学校 33名

4 千葉県 君津市小糸公民館 51名 13 東京都 共立女子第二中学校高等学校 28名

5 岡山県 倉敷市立第一福田小学校 28名 14 高知県 横浜新町まちづくり協議会 23名

6 千葉県 印西市教育センター 58名 15 佐賀県 唐津焼の里育成協議会 55名

7 大阪府 高槻市立阿武山小学校 39名 16 東京都 港区立青山中学校 12名

8 岡山県 倉敷市立下津井東小学校 11名 17 東京都 八王子市立上柚木中学校 27名

9 岡山県 倉敷市立粒江小学校 19名

565名参加

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 28 千葉県 木更津市立富来田小学校

2 岩手県 八幡平市立安代小学校 29 栃木県 佐野市立葛生南小学校

3 福島県 いわき市立上遠野小学校 30 千葉県 船橋市立飯山満小学校

4 岡山県 倉敷市立二万小学校 31 北海道 湧別町立芭露学園

5 岡山県 倉敷市立上成小学校 32 北海道 石狩市立八幡小学校

6 岡山県 倉敷市立柳井原小学校 33 茨城県 つくばみらい市立豊小学校

7 岡山県 倉敷市立南浦小学校 34 東京都 港区立高松中学校

8 岡山県 倉敷市立本荘小学校 35 北海道 札幌市立白石小学校

9 岡山県 倉敷市立乙島小学校 36 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校

10 岡山県 倉敷市立玉島小学校 37 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校

11 岡山県 倉敷市立薗小学校 38 北海道 札幌市立羊丘中学校

12 北海道 帯広市立稲田小学校 39 和歌山県 田辺市立上秋津小学校

13 大阪府 阿武山たつの子認定こども園 40 栃木県 小山市立若木小学校

14 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 41 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校

15 千葉県 市原市立市西小学校 42 千葉県 松戸ニッセイエデンの園

16 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 43 栃木県 上三川町立北小学校

17 群馬県 キンダ－学童・かんな学童 44 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校

18 福島県 幼保連携型認定こども園ひかり 45 北海道 北斗市立谷川小学校

19 北海道 帯広市立広陽小学校 46 福岡県 福岡市立早良小学校

20 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 47 福岡県 福岡市立有住小学校

21 栃木県 壬生町立壬生北小学校 48 福岡県 北九州市立大積小学校

22 北海道 北斗市立市渡小学校 49 福岡県 福岡市立春吉小学校

23 福井県 日本生命福井支社(県支援外山整備事業) 50 福岡県 北九州市立葛原小学校

24 青森県 野辺地町立野辺地小学校 51 静岡県 静岡県立川根高等学校

25 東京都 江戸川区立大杉東小学校 52 東京都 葛飾区立一之台中学校

26 栃木県 壬生町立睦小学校 53 東京都 葛飾区立上千葉小学校

27 東京都 青梅市立第四小学校



学校の木のしおり

実施状況

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 4 東京都 共立女子第二中学校高等学校 460名

2 岡山県 倉敷市立第五福田小学校 291名 5 福島県 喜多方市立第三小学校 104名

3 群馬県 高崎市立城山小学校 71名 6 千葉県 君津市周南公民館 21名

1,022名参加

応募状況

NO. 場所 活用校・団体 NO. 場所 活用校・団体

1 千葉県 松戸市立横須賀小学校 15 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校

2 岡山県 倉敷市立玉島小学校 16 和歌山県 田辺市立上秋津小学校

3 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 17 栃木県 小山市立若木小学校

4 千葉県 市原市立市西小学校 18 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校

5 愛知県 岡崎市立形埜小学校 19 千葉県 松戸ニッセイエデンの園

6 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 20 栃木県 上三川町立北小学校

7 栃木県 壬生町立壬生北小学校 21 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校

8 北海道 北斗市立市渡小学校 22 北海道 北斗市立谷川小学校

9 東京都 江戸川区立大杉東小学校 23 広島県 宮島学園

10 千葉県 木更津市立富来田小学校 24 福岡県 福岡市立有住小学校

11 北海道 石狩市立八幡小学校 25 福岡県 北九州市立大積小学校

12 東京都 港区立高松中学校 26 福岡県 北九州市立葛原小学校

13 北海道 札幌市立白石小学校 27 東京都 葛飾区立一之台中学校

14 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校


