
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2017年/８月号) ◇

🌳“ニッセイの森” 育樹活動

🌳森を愛する人づくり事業活動

8/26(土) 【北海道】”ニッセイ標茶の森” 除伐ボランティア

【場所】北海道川上郡標茶町
【協力】根釧西部森林管理署・（株）北都

58名の方(日本生命道東支社)が参加。「植えた木がさらに
大きく育っていくのが楽しみ」「また来たい」などコメント
があり、大満足のボランティアとなりました。

【森の状況】
・トドマツは残存率は高くないが、順調に成長しており、ダケカンバなどの侵入木も見られ成林しつつある
・ミズナラの成長は区々な状況であるが、ハリギリなどが自然発生している

平成８、９年
植樹

地域の子ども会42名の方に参加いただきました！
午前中はじゃがいも収穫や遊歩道づくりなどの森づくり、午後か
らは自然観察やネイチャークラフトを楽しみました。

8/1(火) ふれあい森林教室(於:森から考えるESD学びの森)

8/2(水) 夏休みこども教室(於:松戸ニッセイエデンの園)

夏休み子ども教室を開催しました。森と葉っぱの役割を学んだあ
と、オリジナルマグネット（“ニッセイの森”の間伐材を活用）と竹

灯りの2つを作りました。近隣のお子様を中心に40名の方にご参
加いただきました。

日本生命主催で52名の親子が参加しました。
間伐材を加工した木工クラフトづくりや、自然観察会、自分が気に
入った樹木への樹木名プレート（“ニッセイの森”の間伐材を活用）の
設置等を行いました。

8/5(土) ニッセイ森の探検隊(於:ニッセイ高尾の森)

8/5(土) ニッセイ森の探検隊(於：ニッセイ社の森)

日本生命主催で50名の親子が参加しました。
午前中は枝切り、午後からは木工クラフト作りや、公園内の木への樹
木名プレート（“ニッセイの森”の間伐材を活用）の設置など盛り沢山
のイベントでした。

8/5-6
(土-日)

ニッセイ夏休み自由研究フェス！(大阪)

8/10(木) 夏休み自由工作教室(於:日本生命仙台支社)

夏休み自由工作教室を行いました。森づくりについて説明した
あと、万華鏡とオリジナルマグネット（ともに“ニッセイの森”の間伐

材を活用）の2つを作りました。77名の方にご参加いただき、大変盛
況なイベントとなりました。

日本生命主催で本店東館で行いました。5(土)は

15名、6(日)は19名の方に参加いただきました！森の勉強をし
た後、万華鏡（“ニッセイの森”の間伐材を活用）や竹灯りを作りま
した。
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🌳現地踏査活動

🌲幌加内の森（北海道）

↑アカエゾマツの状況①

🌲気仙沼の森（宮城県）

↑スギの状況 ↑ケヤキの状況

🌲美作の森①②（岡山県）

・植栽木のアカエゾマツは日当たりの違いによって
成長に差がある
・樹高10-20ｍのミズナラ、ホウノキ、カツラ、ダケカンバなど
が上層を構成
・草丈1.5～2ｍのクマイザサが密生して林床を覆っているが、
その中の所々で自然発生した幼樹を確認

・気仙沼市街地から15分ほどの所にある、中～急傾斜の森
・植栽木については針・広葉樹共に高い残存率で成育。植栽
木の他、ホオノキ等の広葉樹が自然発生している
・森が混みあってきており、数年後に保育間伐の実施を検討

・南西から南に向いた比較的急斜面の森。
①と②は隣接し、同じ様な林相をしている
・順調に成育しているヒノキは、H28に実施した除伐によって
立木密度、林内照度ともに適度な状況
・シカ食害で林内の下層植生は乏しいが、ヤブニッケイ、シキ
ミなどの低木や幼樹が多く、シカが嫌うマツカゼソウが群生

平成7年
植樹

平成7年
植樹

🌲阿寒の森①②（北海道)

↑トドマツの状況(上部) ↑ヤマハンノキの群落

平成11・12年
植樹

🌲浜益の森①②（北海道）

↑エゾヤマザクラの状況↑アカエゾマツの状況

・トドマツは高い残存率で順調に成長
・ミズナラとエゾヤマザクラはシカ食害で消失しているが、
代わりにヤマハンノキが群落を形成

・アカエゾマツ・ナナカマド・イタヤカエデ・エゾヤマザクラを植栽した
森で、林床にはクマイザサ（高さ２ｍ）が密生
・アカエゾマツは残存率、成育状況ともに良好
・ミズナラ、ダケカンバ、ホウノキの高木類やタラノキなどが
自然発生

平成12・13年
植樹

平成7・8年
植樹

8/15-16
(火-水)

ニッセイ緑の夏休み自由研究会(於:イオンモール幕張新都心)

昨年(662名)を大きく上回る821名の方に参加いただきました！ナチュラルマグネット作り、

キーホルダー作り（ともに“ニッセイの森”の間伐材を活用）を実施しました。運営には、日本生命
職員３名のご協力（CSR推進部、関連事業統括部）を頂きました。両日ともに大盛況のイベントに
なりました。

お子様だけでなく、大人の方も
楽しんでいただけました。

たくさんの方にご来場いただきました！

素晴らしい作品をたくさん
作っていただきました！

↑アカエゾマツの状況②

↑ ヒノキの状況（①の森） ↑ヒノキの状況（②の森）
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🌳Facebook公式ページ「いいね！」1000名達成！

8月15日(火)をもって、ニッセイ緑の財団のfacebook公式ページに対
する《いいね！》がついに1000名を超えました！！2013年11月より
公開が始まり、ついに《1000いいね！》を達成できたのは、ひとえに
皆さまの応援のおかげであり、感謝申し上げます。

弊財団の取組を1人でも多くの方に知っていただくために、引き続きご
支援の程、お願い致します。

🌳”ニッセイの森”の間伐材を活用した“樹木名プレート” 寄贈活動について

今年度より取組みを行っております、”ニッセイの森”の間伐材を活用した「樹木名プレート」
の全国の学校への寄贈活動について、取組んでもらっている学校が続々と出てきています。
その様子を写真で紹介いたします。

札幌市立定山渓中学校(北海道)
(5/25(木)実施・34名参加)

利府聖光幼稚園(宮城県) 
(7/21(金)実施・119名参加)

緑町町会子供会(千葉県) 
(8/5（土）実施・50名参加)

武蔵村山市立第二小学校(東京都) 
(7/3(月)実施・19名参加)

8月末現在で既に33校の学校にご応募いただいております。

平成２９年度ニッセイ緑の財団年間活動予定(8/31時点)

■"ニッセイの森"友の会 を中心とした育樹活動 ■森を愛する人づくり事業のイベント

№ 日程 場所 イベント 開催有無 参加人数

1 5/25(木) 東京都
【間伐材利用】高尾の森
(間伐材を利用した植物名プレート設置) 〇 17名

2 6/27(火) 千葉県
営業総合職・CS総合職
新入職員向け環境講座 ○ 144名

3 7/25(火) ～27(木)
愛知県・
三重県

学校の森サミット ○ 260名

4 7/29(土)・30(日) 東京都 夏休み自由研究フェス ○ 59名

5 8/2(水) 千葉県 夏休み自由工作イベント ○ 40名

6 8/5(土) 東京都 森の探検隊(高尾の森) ○ 52名

7 8/5(土) 兵庫県 森の探検隊(社の森) ○ 50名

8 8/5(土)・6(日) 大阪府 夏休み自由研究フェス ○ 34名

9 8/10(木) 宮城県 夏休み自由工作イベント(仙台) ○ 77名

10 8/15(火)・16(水) 千葉県
【間伐材利用】イオンモール幕張新都心での
ニッセイ緑の夏休み自由研究会 ○ 821名

11 9/14(木) 東京都
高尾の森自然観察会
(立川市民交流大学受講生他)

12 10/10(火) 東京都 総合職新入職員研修

13 10/21(土) 東京都 高尾の森自然観察会(親子対象)

14 12/2(土) 熊本県
【間伐材利用】熊本新市街での木工クラフトワーク
ショップ(クリスマスリース)

15 12/19(火) 宮城県
【間伐材利用】木工クラフトワークショップ
(クリスマスリース)

16 12/21(木) 静岡県
【間伐材利用】木工クラフトワークショップ
(クリスマスリース)

17 4/16(日) 宮城県 ふれあい森林教室　※一般親子対象 ○ 40名

18 4/18(火) 宮城県 ふれあい森林教室　※相馬市の中学校対象 ○ 116名

19 7/2(日) 宮城県 ふれあい森林教室　※一般親子対象 ○ 45名

20 8/1(火) 宮城県 ふれあい森林教室　※利府町の子ども会対象 ○ 42名

21 8/21(月) 宮城県 ふれあい森林教室　※利府町のお子様対象 ○ 16名

22 8/31(木) 宮城県 ふれあい森林教室　※南魚沼市の小学校対象 ○ 73名

23 9/11(月) 宮城県 ふれあい森林教室　※新地町の中学校対象

24 10/26(木) 宮城県 ふれあい森林教室　※仙台市の小学校対象

25 10/27(金) 宮城県 ふれあい森林教室　※仙台市の小学校対象

26 4/1(土)・2(日) 岡山県 【間伐材提供】木工クラフトワークショップ ○ 35名

27 5/13(土)・14(日) 栃木県 【間伐材提供】木工クラフトワークショップ ○ 21名

28 5/20(土)・21(日) 山梨県 【間伐材提供】木工クラフトワークショップ 〇 31名

29 7/15(土)・16(日) 山梨県 【間伐材提供】木工クラフトワークショップ 〇 21名

30 5/25(木) 北海道
札幌市立定山渓中学校での
樹木名プレート設置 〇 34名

31 7/3(月) 東京都
武蔵村山市立第二小学校での
樹木名プレート設置 ○ 19名

32 7/6(木) 東京都
多摩市立連光寺小学校での
樹木名プレート設置 ○ 20名

33 7/21(金) 宮城県
利府聖光幼稚園での
樹木名プレート設置 ○ 119名

34 8/5(土) 千葉県
緑町町会子供会での
樹木名プレート設置 ○ 50名

35 未定 宮城県 ふれあい森林教室(残3回分)

36 未定 埼玉県・ 鳥取県他 ドングリ学校

37
未定
(12月)

千葉県
【間伐材利用】(公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団
コラボイベント～木工クラフトワークショップ～

38
未定
(12月)

大阪府
【間伐材利用】日本生命済生会共催”自然に
まなぶ！支援であそぶ！健康キッズ！”

39 随時 全国 学校・企業への樹木名プレート寄贈・設置

網掛け部分は未確定分

№ 日程 場所 イベント・内容 開催有無 参加人数

1 4/22(土) 兵庫県 社の森（枝打・間伐） ○ 55名

2 4/22(土) 宮崎県 田野の森（間伐） ○ 59名

3 4/30(日) 大分県 別府の森(枝打) ○ 65名

4 5/20(土) 神奈川県 相模の森(枝打) ○ 52名

5 5/27(土) 秋田県 岩見の森（除伐） 〇 63名

6 5/27(土) 高知県 土佐山田の森（除伐） 〇 69名

7 6/4(日) 宮城県 希望の丘(植樹) 〇 206名

8 6/10(土) 北海道 知内の森(除伐) × 雨天中止

9 6/10(土) 静岡県 伊豆の森(補植) ○ 54名

10 7/8(土) 京都府 京丹波の森（下刈) ○ 74名

11 8/26(土) 北海道 標茶の森(ツル切) ○ 58名

12 9/2(土) 北海道 支笏湖の森(ネット補修)

13 9/2(土) 岩手県 大船渡の森(間伐)

14 9/16(土) 岡山県 加茂川の森(間伐)

15 9/23(土) 埼玉県 美の山の森（ツル切）

16 9/30(土) 富山県 桂湖の森（ツル切・補植）

17 10/14(土) 新潟県 湯沢の森(間伐)

18 10/14(土) 埼玉県 ときがわの森（枝打）

19 11/11(土) 石川県 内灘の森（ツル切・遊歩道整備）

20 11/18(土) 大阪府 千早の森（間伐)

21 12/3(日) 熊本県 熊本の森（枝打）

22 12/16(土) 山口県 徳地の森(間伐)

23 12/16(土) 長崎県 長崎の森（枝打）

※"ニッセイの森"友の会事務局は日本生命CSR推進部です


