
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2018年度12月号) ◇

🌳“ニッセイの森” 植樹・育樹活動

・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すぎる個所。

12/2(日) 【熊本県】“ニッセイ熊本の森”枝打ボランティア

【主な参加】“ニッセイの森”友の会(熊本支社)
【協力】熊本森林管理署・秋吉林業 様

森の状況

主にヒノキ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）を行いました。林内は整備され、綺麗
で見通しの良い森となりました。

173名参加

2009年植樹

・植栽したクヌギとヒノキは残存率が高く、順調に成長している。
・森の上部を中心に豪雨による被害があり、森林管理署と対応協議中。

12/15(土) 【福岡県】“ニッセイ筑前の森”間伐ボランティア

【主な参加】“ニッセイの森”友の会
(福岡総合支社・久留米支社)
【協力】福岡森林管理署・福岡愛林 様

134名参加

クヌギエリアを中心に伐採作業を行いました。密集していた
木々が皆様の頑張りで一部間引きされ、明るく綺麗な森にな
りました。

森の状況

・植栽木は残存・成育ともに良好。
・シロダモ、シロモジ、ハイノキ、マルバウツギ等が自然発生している。

12/15(土) 【佐賀県】“ニッセイ脊振の森”除伐ボランティア

【主な参加】“ニッセイの森”友の会(佐賀支社)
【協力】佐賀森林管理署 様・東部林業㈱ 様

森の状況

ヒノキのエリアを中心に、暗くなっていた森を明るくするための伐
採作業（間伐や、竹の除伐）を行いました。見違えるほど明
るい森となりました。

54名参加

1998年植樹

🌳森林を愛する人づくり事業活動

【宮城県】ふれあい木育教室 123名参加

宮城県多賀城市の「多賀城こどもまつり」
に出展し、ESD学びの森から採れた間伐
材の端材などを活用して工作をしました。

【場所】森から考えるESD学びの森
【協力】宮城県森林インストラクター協会 様

12/8(土) 

【千葉県】テーブルリース作り 16名参加

近隣のお子様向けにテーブルリース作りを
実施し、素敵な作品でクリスマスの雰囲気
を味わいました。

【場所】松戸ニッセイエデンの園
【協力】(公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 様

12/8(土) 

2010年植樹
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🌳現地踏査活動

🌲都城の森（宮崎県）

・林道沿いの南西向きの斜面にある適度な陽が射すスギ一斉林。
・植栽木は順調に成長し、幹の直径は20センチ超のものが多い。

1993年植樹

🌳森林を愛する人づくり事業活動

【宮城県】テーブルリース作り 32名参加

小さなお子様も多数ご参加いただき、素敵
なクリスマスを迎えるためにお母さんの作品を
必死に手伝っている姿が印象的でした。

【場所】日本生命仙台支社
【協力】仙台支社事務局

12/17(月) 

【岡山県】テーブルリース作り 61名参加

プレゼントや玄関飾りに、様々な思いで世界
に一つだけの作品を作りました。作成後の
写真撮影も皆で楽しみました。

【場所】日本生命倉敷支社
【協力】倉敷支社事務局

12/19(水) 

🌲東市来の森（鹿児島県）

・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の南端の部分では竹の侵入が著しいが

その他の植栽木は順調に成長。

1999年植樹

🌲霧島の森（鹿児島県）

・ヒノキとクヌギを植樹した平坦な森。
・当初はシカ食害をうけ植栽木の成長が心配されたが、ヒノキは樹高４～６ｍ程度になり
クヌギは被害を受けた立木も回復し樹高４ｍ以上のものが目立ってきている。 ヒノキの状況 クヌギの状況

2010年植樹

スギの状況① スギの状況②

イチイガシの状況 タケの侵入状況

樹木名プレートの設置 ※当月中に写真を送付いただいた学校等を掲載

10/23(火) 【東京都】八王子市立緑ヶ丘小学校

児童1人1人が、自らが選択した「自分の樹木」に
ついて調べ、色彩豊かな素敵なプレートを一生懸
命に作成いただきました。

39名参加

10/2(火) 【東京都】八王子市立高嶺小学校

全校児童に学校の樹木に興味を持ってもらうために
デザインや設置場所を工夫したり、当活動の
紹介ムービーを作成したいとのことでした。

16名参加

ドングリ学校 192名参加
全4校
参加

全国から4校に協力いただき192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、再来年の春には岩沼市にあ
る“千年希望の丘”に植樹を行うことを計画しています。
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5日（月） ：倉吉市立北谷小学校（鳥取県） 参加者：59名
■11月7日（水） ：皆野町立三沢小学校（埼玉県） 参加者： 5名
■11月8日（木） ：多摩市立連光寺小学校（東京都）参加者：50名
■11月22日（木）：岩沼市立玉浦小学校（宮城県） 参加者：78名

＜協力者合計192名＞

(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計画。)



◇ニッセイ緑の財団活動通信(2018年度12月号) ◇

12月末時点で143校・団体にご応募いただいております！

9月～11月 【東京都】八王子市立椚田小学校

9月から月1回の委員会の時間に、地域の造園業
の方をお招きして樹木の解説をしていただき、樹木
名プレートを作成、設置しました。

22名参加

2/16(土)ニッセイ緑の環境講座を開催します!!今月のTOPICS

＜開催概要＞

○日時:2019年2月16日(土)13:30～15:30
（受付開始13：00）

○会場:新宿NSビル30階ルーム1・2
（東京都新宿区西新宿2-4-1）

○講師:林 将之（樹木図鑑作家）
○定員:120名
（先着順で、満員になり次第、締め切らせていただき
ます）
○料金：無料

<内容>
ニッセイ緑の財団は、2019年2月16日(土)に新

宿NSビル(東京都)において、樹木図鑑作家である
林 将之氏を講師としてお招きし、「ニッセイ緑の環
境講座2019～葉の形の意味と木・虫・動物の
絶妙な関係～」を開催させていただきます。この講
座では、林 将之氏が図鑑づくりの現場で多くの樹
木を見てきて感じた、疑問、神秘、思いなど、様々
な話題をスライドショーでご紹介いたします。

樹木名プレートの設置
※当月中に写真を送付いただいた学校等を掲載

11/30(金) 【千葉県】君津市立小櫃小学校

千葉県インストラクター会の方の指導のもと、校庭
や隣接する教育の森に植える樹木のプレート作成と
設置をしました。

35名参加

＜お申込み方法＞
氏名（ふりがな）・電話番号・所属先（任意）を明
記し、件名に「ニッセイ緑の環境講座申込み」とご入力
の上、info@nissay-midori.jp 宛にご送信くださ
い。

11/20(火) 【北海道】湧別町立芭露学園

網走西部森林管理署の方と樹木の葉のつき方や
特徴について学習した後、校地移転した新しい校
庭の樹木にプレートを設置しました。

37名参加

11/5(月) 【栃木県】壬生町立壬生小学校

委員会活動の時間に、校庭にある樹木の名前と本
数を調べ、プレートの作成・設置までを数回に分け
て活動しました。

21名参加

11/22(木) 【栃木県】鹿沼市立加園小学校

総合的な学習の時間で森林をテーマに、森林の
役割や森林を育てる仕事について学習を進め、
まとめとしてプレートの作成・設置を行いました。

39名参加

11/22(木) 【愛知県】尾張旭市立三郷小学校

園芸委員会とみどりの少年団のメンバーが中心と
なって樹木名を調べ、樹木の花や実の絵を描くな
ど、わかりやすい樹木名プレートを設置しました。

20名参加



■樹木名プレート設置状況

№ 設置日 場所 設置校・団体 参加者 № 設置日 場所 設置校・団体 参加者

1 5/12 大阪府 大阪府立園芸高等学校 88名 14 9月～11月 東京都 八王子市立椚田小学校 22名

2 5/17 東京都 八王子市立中山中学校 9名 15 10/2 東京都 八王子市立高嶺小学校 16名

3 5/28 千葉県 君津市周南公民館 31名 16 10/10 北海道 幌加内町立朱鞠内小学校 21名

4 6/9 高知県 高知市横浜新町まちづくり市民会議 44名 17 10/10 千葉県 安房自然村等 50名

5 6/10 千葉県 浦安市エルシティ管理組合・自治会 57名 18 10/11 栃木県 日光市立足尾小学校 17名

6 6/13 千葉県 君津市立松丘小学校 53名 19 10/11 愛知県 弥富市立白鳥小学校 18名

7 6/19 千葉県 君津市立秋元小学校 60名 20 10/12・29 兵庫県 南但馬自然学校 200名

8 6/19 東京都 八王子市立浅川中学校 101名 21 10/22 愛知県 春日井市立山王小学校 24名

9 7/3 東京都 八王子市上柚木中学校 13名 22 10/23 東京都 八王子市立緑ヶ丘小学校 39名

10 7/5 長野県 御代田町立御代田南小学校 100名 23 11/5 栃木県 壬生町立壬生小学校 21名

11 6月～7月 東京都 八王子市立みなみ野中学校 8名 24 11/8 茨城県 つくばみらい市立板橋小学校 22名

12 8/5 新潟県 絵本の家「ゆきぼうし」 60名 25 11/8 福島県 矢吹町立三神小学校 22名

13 8/22 茨城県 鉾田市立旭東小学校 62名 26 11/10 京都府 NPO法人社叢学会 30名

27 11/12 和歌山県 海南市立加茂川小学校 11名

28 11/20 北海道 湧別町立芭露学園 37名

29 11/22 愛知県 尾張旭市立三郷小学校 20名

30 11/22 栃木県 鹿沼市立加園小学校 39名

31 11/30 千葉県 君津市立小櫃小学校 35名

ー ー ー 日本自然保護協会協力分（35箇所） 1157名

小計 2487名

2018年度ニッセイ緑の財団年間活動実績・予定

合計 6,713名

(2017年度12月末：4,052名)

※当月迄に写真を送付いただいた学校等を掲載

※現在143校・団体等からの応募を受付済（日本自然保護協会含）

■その他イベント

№ 日程 場所 ニッセイの森 イベント名 参加者

1 4-12月(計13回) 706名

2 3/23

3 4-12月(計5回) - 450名

4 1/20 -

5 3/31-4/1 神奈川県 - 120名

6 5/12-13・26-27 長野県・山梨県 - 124名

7 8/25-8/26 千葉県 - 87名

8 9/8-9/9 福島県 - 51名

9 11/18 東京都 - 135名

10 11/25 東京都 - 160名

11 4/22 東京都 高尾の森 高尾の森自然観察会 34名

12 5/31 東京都 高尾の森 喜楽会(ﾆｯｾｲOG・OB会)自然観察会 30名

13 6/9-6/10 北海道(札幌駅) ー 木育ひろばinチ・カ・ホ2018 ブース出展 559名

14 7/30-7/31 福井県 ー 学校の森・子どもサミット 248名

15 8/14-8/15 千葉県(イオン幕張) ー ニッセイ緑の木育・夏休み自由研究会 705名

16 - 各参加校 ー ドングリ学校 192名

17 2/16 東京都 ー ニッセイ緑の環境講座

小計 3601名

木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

宮城県

ふれあい森林教室森から考えるESD学びの森宮城県

ふれあい木育教室

合計 1,379名

■"ニッセイの森"での育樹活動

№ 日程 ニッセイの森 場所 内容 主催支社(本部) 参加者数

1 4/7(土) 員弁の森 三重県 補植等 四日市支社 雨天中止

2 5/12(土) 常陸太田の森 茨城県 枝打 水戸支社 50名

3 5/12(土) 大田原の森 栃木県 下刈・除伐 宇都宮支社 61名

4 5/19(土) 軽井沢の森 長野県 間伐 長野支社 49名

5 5/19(土) 飛鳥の森 奈良県 除伐
奈良支社

本店
雨天中止

6 5/26(土) 賀茂の森 広島県 間伐 広島支社 77名

7 5/26(土) まんのうの森 香川県 枝打 高松支社 53名

8 6/3(日) 希望の丘 宮城県 植樹・雑草抜き 仙台支社 120名

9 6/16(土) 伊豆の森 静岡県 除伐
沼津支社

本部
雨天中止

10 6/16(土) 知内の森 北海道 除伐 函館支社 59名

11 7/7(土) 富士の森 静岡県 間伐
本部

沼津支社
雨天中止

12 8/4(土) 支笏湖の森 北海道 下刈 札幌支社 151名

13 8/4(土) 山形の森 山形県 下刈 山形支社 75名

14 9/1(土) 桂湖の森 富山県 下刈り・つる切 富山支社 雨天中止

15 9/1(土) 関川の森 新潟県 被害木整理 新潟支社 雨天中止

16 9/8(土) 平泉の森 岩手県 つる切/枝打 盛岡支社 雨天中止

17 9/8(土) 加茂川の森 岡山県 除伐 岡山支社 豪雨の影響により中止

18 10/13(土) 夏泊の森 青森県 間伐 青森支社 64名

19 10/13(土) ときがわの森 埼玉県 枝打 川越支社 41名

20 11/3(土) 美の山の森 埼玉県 つる切
本部

熊谷支社
92名

21 11/10(土) 社の森 兵庫県 除伐等
本店

明石支社
59名

22 11/10(土) 内灘の森 石川県 つる切 金沢支社 67名

23 12/2(日) 熊本の森 熊本県 枝打 熊本支社 173名

24 12/15(土) 筑前の森 福岡県 間伐
福岡総合支社

久留米支社
134名

25 12/15(土) 脊振の森 佐賀県 除伐 佐賀支社 54名

(2017年度末：1,402名)


