
緑の財団活動通信(‘19年度12月号)

●道路沿いのクロマツ、緩斜面部分のヒノキ、沢沿いのクヌギなど植栽木はいずれも順調に成長。
●植栽木が少ない部分は自然発生したアカメガシワ、アオモジなどで覆われている。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(長崎支社)
【協力】長崎森林管理署・長崎林業様

森の状況

ヒノキの枝が繁茂し、やや森全体が暗くなっていたため、枝切りを
行いました。汗をかくほど懸命に作業を行っていただいたおかげで、
写真右下のように非常にすっきりとした森になりました。

2008年植樹

【長崎県】“ニッセイ長崎の森”除伐ボランティア 47名参加12/1 (日)

●道路に沿ってヤマザクラ、ヒノキ、クヌギの順に植栽されており、残存率は高く成長も良好。
●ヒノキゾーンとクヌギゾーンの一部に立木密度が高い箇所もあり、今後間伐を検討。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(熊本支社)・㈱SYSKEN様
白鷺電気工業㈱・㈱メイワ・リーベル 様

【協力】熊本森林管理署・秋吉林業 様

森の状況

主にクヌギエリアを中心に枝で混み入った森を見通しの良い森
にする作業(枝打ちと下刈り)を行いました。林内は整備され、
綺麗でとてもすっきりした森となりました。

2009年植樹

【熊本県】“ニッセイ熊本の森”下刈・枝切りボランティア 172名参加12/1(日)

●スギのほか、イチイガシなど4種類の広葉樹を植栽した森。
●公道に面したヤマザクラ区域では竹の侵入があり、定期的に竹除伐を実施している。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(鹿児島支社)
【協力】鹿児島森林管理署・かごしま森林組合 様

森の状況

今回は植栽20周年のボランティアとなり、イチイガシ等広葉樹
の木々が密集し光の射しにくい暗い森となってしまうため、間伐
作業を行い、見通しの良いすっきりとした森になりました。

【鹿児島県】“ニッセイ東市来の森”間伐ボランティア 52名参加12/14(土)

🌳森林づくりボランティア活動

1999年植樹
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●林道沿いの南西向き斜面にあるスギ一斉林
●過年度に育樹ボランティア活動で間伐を実施した効果もあり、順調に成長(直径22ｃｍ前後)

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(宮崎支社)
【協力】宮崎森林管理署都城支署・山之口造林 様

森の状況

森の中により多くの光が入り、木々の成長を促すための「間伐」
を行いました。木が太く作業は大変でしたが、作業の甲斐あり
見通しの良いすっきりとした森になりました。

【宮崎県】“ニッセイ都城の森”間伐ボランティア 52名参加12/14(土)

1993年植樹

🌳森林を愛する人づくり事業活動

クリスマスに向けて、ご自宅での飾り付け用、
お子様へのプレゼント用など、様々な想いで
世界に1つだけのテーブルリース作りに取組
みました。

(協力:日本生命苫小牧支社)

【北海道】テーブルリース作り(@日本生命苫小牧支社) 43名参加12/3(火)

【東京都】ビオキッズ(@世田谷公園) 95名参加11/24(日)

ニッセイの森で採れた間伐材を使って黒板づ
くりを行いました。ブースは大盛況で、小さい
お子様から大人の方まで夢中になって作品
を作っていました。

(協力:Tree to Green)

12月に行ったテーブルリースイベントの中で
最も多くの方にご参加いただき、「また来年
も実施してほしい」といった声を多数いただく
大盛況のイベントとなりました。

(協力:日本生命仙台支社)

【宮城県】テーブルリース作り(@日本生命仙台支社) 105名参加12/5(木)

利府町西部児童館「りふ〜る」を利用して
いる児童が、スコップや鍬を持って元気に児
童館の畑の整備作業を行いました。

(協力:宮城県森林インストラクター協会)

【宮城県】ふれあい木育教室(@利府町西部児童館「りふ〜る」) 78名参加12/5(木)
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入居者と近隣のお子様向けに、間伐材を
利用したお正月用の『竹飾り作り』 を行いま
した。「マトイ」というおもちゃも作成しみんな
で楽しみました。

(協力:ニッセイ聖隷健康福祉財団)

【千葉県】竹飾り作り(@松戸エデンの園) 20名参加12/7(土)

昨年度に続き、2度目の開催でした。今年
度は本部内だけではなく、支社や近郊の所
属からの参加者も多く、満員御礼となりまし
た。皆さん素敵な作品を作ってくださいました。
(協力:日本生命CSR推進部)

【東京都】テーブルリース作り(@日本生命東京本部) 46名参加12/11(水)

「多賀城市こどもまつり」に出展し、間伐材
のヒノキを活用した工作や、松ぼっくり・木の
実を使ったツリーのクラフト作りを行いました。

(協力:宮城県森林インストラクター協会)

【宮城県】ふれあい木育教室(@多賀城市文化センター) 101名参加12/14(土)

鳥の巣箱やバードケーキづくりに挑戦し、施
設敷地内の庭木に設置しました。来年のた
めに畑・花壇の整備も行いました。

(協力:宮城県森林インストラクター協会)

【宮城県】ふれあい木育教室(@宮城県大和町吉岡児童館) 47名参加12/16(月)

日本生命本店では初めての開催でしたが、
満員御礼となりました。各々で装飾品を持
参されている方が多く、とても個性的な作品
がたくさん作成されました。

(協力:日本生命CSR推進部)

【大阪府】テーブルリース作り(@日本生命大阪本店) 40名参加12/18(水)

【大阪府】テーブルリース作り(@日本生命御堂筋南支社) 73名参加12/19(木)

思い思いの飾りつけで、御堂筋のイルミネー
ションにも負けない綺麗なテーブルリースを
作っていただきました。

(協力:日本生命御堂筋南支社)
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昼休み時間と夕刻、1日2回開催し、虎ノ
門NＮビルにお勤めの日本生命以外の方に
もご参加もいただき、一足先にお正月の雰
囲気を味わいました。

(対象:ニッセイ虎ノ門NNビルお勤めの方)

【東京都】テーブルリースづくり(@ニッセイ虎ノ門NNビル) 20名参加12/26(木)

※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

9/12(木) 【岡山県】倉敷市立柳井原小学校
プレート

自然史博物館の方に事前に来校いただき
樹木について学習し、当日は低学年も見や
すい位置に、樹木の成長を考えながら、プ
レート設置作業を行いました。

全国4校、計217名の児童に参加いただきました。ドングリ学校
とは宮城県岩沼市で採取したドングリを、ポットに植えつけ、小学
生が育てるという取組みです。これから 児童が長い目で苗木を見
守り、再来年には岩沼市にある“千年希望の丘”に植樹を行うこ
とを予定しています。 授業では震災への理解を深めることや、こ
れから成長する苗木の「観察の視点」を勉強していただきました。
児童一人一人に、一生懸命苗木作りをしていただきました。

参加校一覧

■11月11日(月)：皆野町立三沢小学校 （埼玉県） 参加者：５名
■11月12日(火)：岩沼市立玉浦小学校 （宮城県） 参加者：８０名
■11月13日(水)：倉吉市立北谷小学校 （鳥取県） 参加者：６５名
■11月18日(月)：多摩市立連光寺小学校（東京都） 参加者：６７名

ドングリ学校 217名参加全４校
小学生を対象にドングリから苗木を育てる活動。
育てた苗木は宮城県の希望の丘への植栽を予定。

9/24(月) 【福島県】郡山市立行健小学校
プレート

この活動に参加して、児童たちが校庭の樹
木に興味をも持ち始め、また自然を大切に
しようという意識付けになりましたとの感想を
いただきました。
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＜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＞
‘19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。

※大変多くのご応募いただき、プレートの在庫の関係上、今年度分(～’20/3)は12月末を
もって募集受付を終了させていただきました。現在、’20年度実施予定分(‘20/4～)の
予約受付を開始しております。

10/29(火) 【広島県】廿日市市立宮島小・中学校
プレート

樹木名を自分たちで調べた後、森林インス
トラクターの方に校内の樹木について教えて
いただき、プレートに樹木の花や実・葉などの
絵を描いて、設置作業を行いました。

12/10(火)大阪府庁で『アドプトフォレスト感謝状贈呈式』が行われましたTOPIC

2014年から協定を開始している”ニッセイ
千早の森”において協定開始後5年を記念
して感謝状を贈呈いただきました。大阪府で
は他にも“ニッセイ東阪の森”での活動を行っ
ています。

10/17(月)
11/19(火)

【栃木県】小山市立若木小学校

飼育栽培委員会で樹木名プレートを作成
と設置を行い、縦割班で共遊する時間を
使って、しおりを持参して校庭の樹木を探し、
樹木について全校児童で楽しく観察を行い
ました。

10/12(土) 【北海道】北斗市立谷川小学校

木育の授業に北海道渡島総合振興局東
部森林室の方を講師にお招きし、樹木につ
いて学習し、その後、樹木名プレートを一人
一枚作成して、学校の木のしおりを活用し
ながら樹木の観察を行いました。

プレート
しおり

プレート
しおり



‘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 97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 43名

5 6/29(土) 美の山の森 埼玉県 除伐 本部 67名

6 7/20(土) 富士の森① 静岡県 間伐 本部 73名

7 8/3(土) 苫小牧の森 北海道 下刈・除伐 苫小牧支社 60名

8 8/3(土) 鮭川の森 山形県 下刈 山形支社 109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 118名

11 9/7(土) 熱海の森 静岡県 除伐 平塚支社 36名

12 9/14(土) 関川の森 新潟県 除伐・間伐 新潟支社 33名

13 9/28(土) 豊橋の森 愛知県 枝打 愛知東支社 93名

14 9/28(土) 加茂川の森 岡山県 除伐・間伐 岡山支社 46名

15 10/5(土) 苗場の森 新潟県 下刈 長岡支社 雨天中止

16 10/5(土) 富士の森⑩ 静岡県 枝打 沼津・静岡・甲府支社 94名

17 10/26(土) ときがわの森 埼玉県 枝打 本部 雨天中止

18 11/9(土) 内灘の森 石川県 つる切・補植 金沢支社 109名

19 11/16(土) 東阪の森 大阪府 間伐 本店 48名

20 12/1(日) 長崎の森 長崎県 枝打 長崎支社 47名

21 12/1(日) 熊本の森 熊本県 下刈・枝打 熊本支社 172名

22 12/14(土) 都城の森 宮崎県 間伐 宮崎支社 52名

23 12/14(土) 東市来の森 鹿児島県 除伐・間伐 鹿児島支社 52名

1,559名参加



‘19年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況②

■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 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 本店東館(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 横浜西口KNビル(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 丸の内ビル(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 日比谷ビル(東京都) 日本生命 新入職員研修 145名

7 10/19(土) (公財)日本生命済生会 日本生命病院(大阪府) ニッセイ緑の環境講座 84名

8 12/3(火) 苫小牧支社 北海道 支社向けイベント 43名

9 12/5(木) 仙台支社 宮城県 支社向けイベント 105名

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 20名

11 12/11(水) CSR推進部 丸の内ビル(東京都) 本部向けイベント 46名

12 12/18(水) CSR推進部 本店東館(大阪府) 本店向けイベント 40名

13 12/19(木) 御堂筋南支社 大阪府 支社向けイベント 73名

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 20名

15 2/15(土) 那覇支社 沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ(沖縄県) ニッセイ緑の環境講座

■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 大分大学(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 イオン幕張(千葉県) --- 1,019名

4 9/22(日) カリタス女子高等学校文化祭(クラフト材の提供) ｶﾘﾀｽ女子高等学校(神奈川県) ---

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 21名

6 11/24(日) ビオキッズ 世田谷公園(東京都) --- 95名

7 12/7(土) 自然観察会 千葉県 大多喜の森 19名

8 1/18(土)-1/19(日) 木育ひろばinチ・カ・ホ2019 ブース出展 札幌駅(北海道) ---

9 --- ドングリ学校 各参加校 --- 217名

10 --- 木工クラフトワークショップ 各会場 --- 287名

11 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

12 7/30(火) 26名

13 8/24(土) 40名

14 8/26(月) 98名

15 9/10(火) 82名

16 9/14(土) 30名

17 10/6(日) 71名

18 10/27(日) 54名

19 10/28(月) 56名

20 11/15(金) 56名

21 11/18(月) 55名

22 12/1(日) 43名

23 4/21(日)

ふれあい木育教室 ---

34名

24 5/5(日) 243名

25 6/14(金) 30名

26 6/21(金) 15名

27 8/24(土)-25(日) 206名

28 9/19(木) 107名

29 12/５(木) 72名

30 12/14(土) 101名

31 12/16(月) 47名

32 1/19(日)

33 2/16(日)

4,058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 14 福島県 喜多方市立第三小学校 33名

2 福島県 郡山市立行健小学校 24名 15 北海道 帯広市立稲田小学校 93名

3 群馬県 高崎市立城山小学校 20名 16 東京都 共立女子第二中学校高等学校 28名

4 熊本県 熊本県立聾学校 41名 17 北海道 帯広市立広陽小学校 26名

5 千葉県 君津市小糸公民館 51名 18 福井県 日本生命福井支社(県支援外山整備事業) 20名

6 岡山県 倉敷市立第一福田小学校 28名 19 高知県 横浜新町まちづくり協議会 23名

7 千葉県 印西市教育センター 58名 20 佐賀県 唐津焼の里育成協議会 55名

8 大阪府 高槻市立阿武山小学校 39名 21 東京都 港区立青山中学校 12名

9 岡山県 倉敷市立下津井東小学校 11名 22 東京都 八王子市立上柚木中学校 27名

10 岡山県 倉敷市立柳井原小学校 23名 23 北海道 湧別町立芭露学園 33名

11 岡山県 倉敷市立粒江小学校 19名 24 栃木県 小山市立若木小学校 22名

12 岡山県 倉敷市立第四福田幼稚園 47名 25 北海道 北斗市立谷川小学校 63名

13 岡山県 倉敷市立下津井西小学校 13名 26 愛知県 白河市立白河第二小学校 20名

27 群馬県 群馬県立中央中等教育学校 150名

1,039名参加

'19年度実施予定校
NO. 場所 設置校・団体 発送済 NO. 場所 設置校・団体 発送済

1 岩手県 八幡平市立安代小学校 〇 28 東京都 港区立高松中学校 〇

2 福島県 いわき市立上遠野小学校 〇 29 北海道 札幌市立白石小学校 〇

3 岡山県 倉敷市立二万小学校 30 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校 〇

4 岡山県 倉敷市立上成小学校 〇 31 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校 〇

5 岡山県 倉敷市立南浦小学校 〇 32 北海道 札幌市立羊丘中学校 〇

6 岡山県 倉敷市立本荘小学校 〇 33 和歌山県 田辺市立上秋津小学校 〇

7 岡山県 倉敷市立乙島小学校 〇 34 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校 〇

8 岡山県 倉敷市立玉島小学校 35 千葉県 松戸ニッセイエデンの園 〇

9 岡山県 倉敷市立薗小学校 〇 36 栃木県 上三川町立北小学校 〇

10 大阪府 阿武山たつの子認定こども園 〇 37 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校 〇

11 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 〇 38 福岡県 福岡市立早良小学校

12 千葉県 市原市立市西小学校 〇 39 福岡県 福岡市立有住小学校 〇

13 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 〇 40 福岡県 北九州市立大積小学校 〇

14 群馬県 キンダ－学童・かんな学童 〇 41 福岡県 福岡市立春吉小学校 〇

15 福島県 幼保連携型認定こども園ひかり 〇 42 福岡県 北九州市立葛原小学校 〇

16 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 〇 43 静岡県 静岡県立川根高等学校 〇

17 栃木県 壬生町立壬生北小学校 〇 44 東京都 葛飾区立一之台中学校 〇

18 北海道 北斗市立市渡小学校 〇 45 東京都 葛飾区立上千葉小学校 〇

19 青森県 野辺地町立野辺地小学校 〇 46 岡山県 総社市立総社中央小学校 〇

20 東京都 江戸川区立大杉東小学校 〇 47 滋賀県 大津市立真野小学校 〇

21 栃木県 壬生町立睦小学校 〇 48 福岡県 北九州市立中井小学校

22 東京都 青梅市立第四小学校 〇 49 東京都 葛飾区立宝木塚小学校 〇

23 千葉県 木更津市立富来田小学校 〇 50 東京都 八王子市立秋葉台小学校 〇

24 栃木県 佐野市立葛生南小学校 〇 51 大阪府 高槻市立真上小学校 〇

25 千葉県 船橋市立飯山満小学校 〇 52 鹿児島県 長島町立鷹巣小学校

26 北海道 石狩市立八幡小学校 〇 53 東京都 八王子市立長沼小学校

27 茨城県 つくばみらい市立豊小学校 〇 54 大阪府 高槻市立清水小学校 〇

‘20年度実施予定校
NO. 場所 設置校・団体 NO. 場所 設置校・団体

1 東京都 葛飾区立半田小学校 3 熊本県 九州ルーテル学院大学人文学部

2 北海道 広島幼稚園 4 宮城県 南三陸町立戸倉小学校



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 5 福島県 喜多方市立第三小学校 104名

2 岡山県 倉敷市立第五福田小学校 291名 6 千葉県 君津市周南公民館 21名

3 群馬県 高崎市立城山小学校 71名 7 栃木県 小山市立若木小学校 374名

4 東京都 共立女子第二中学校高等学校 460名 8 北海道 北斗市立谷川小学校 115名

1,511名参加

'19年度実施予定校

NO. 場所 活用校・団体 発送済 NO. 場所 活用校・団体 発送済

1 千葉県 松戸市立横須賀小学校 〇 18 栃木県 上三川町立北小学校

2 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 〇 19 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校 〇

3 千葉県 市原市立市西小学校 20 広島県 宮島学園

4 愛知県 岡崎市立形埜小学校 〇 21 福岡県 福岡市立有住小学校

5 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 〇 22 福岡県 北九州市立大積小学校

6 栃木県 壬生町立壬生北小学校 〇 23 福岡県 北九州市立葛原小学校

7 北海道 北斗市立市渡小学校 〇 24 東京都 葛飾区立一之台中学校

8 東京都 江戸川区立大杉東小学校 〇 25 鳥取県 倉吉市立北谷小学校 〇

9 千葉県 木更津市立富来田小学校 26 滋賀県 大津市立真野小学校

10 北海道 石狩市立八幡小学校 〇 27 福岡県 北九州市立中井小学校

11 東京都 港区立高松中学校 〇 28 東京都 八王子市立秋葉台小学校 〇

12 北海道 札幌市立白石小学校 〇 29 宮城県 千年希望の丘

13 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校 30 東京都 青梅市立第四小学校

14 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校 〇 31 熊本県 九州ルーテル学院大学人文学部

15 和歌山県 田辺市立上秋津小学校 32 宮城県 岩沼市立玉浦小学校

16 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校 〇 33 鹿児島県 長島町立鷹巣小学校

17 千葉県 松戸ニッセイエデンの園 〇 34 東京都 八王子市立長沼小学校

35 大阪府 高槻市立清水小学校

'20年度実施予定校
NO. 場所 活用校・団体 NO. 場所 活用校・団体

1 岡山県 倉敷市立玉島小学校 3 北海道 広島幼稚園

2 岡山県 総社市立総社中央小学校 4 宮城県 南三陸町立戸倉小学校


