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【兵庫県】“ニッセイ社の森”ボランティア＜明石支社主催＞4/22(土)

🌲“ニッセイ社の森”にて枝打や間伐等のボランティア
活動を実施しました！

4/22(土) 【宮崎県】“ニッセイ田野の森”ボランティア＜宮崎支社主催＞

☝“ニッセイ田野の森”は平成13年度に植樹を行い、
今年で樹齢17年目となります。

🌲“ニッセイ田野の森”にて間伐のボランティア
活動を実施しました！

【場 所】宮崎県宮崎市田野町 鰐頭国有林
【協 力】宮崎森林管理署、宮崎地区国有林事業協同組合、林業技術

🌳“ニッセイの森” 育樹活動

【場 所】兵庫県加東市社町 朝光山国有林
【協 力】兵庫森林管理署、戸出木材

55名の方々(日本生命明石支社、日本生命本店)にご参加いただき
ました！枝打や間伐、林道整備など、多くの森づくり作業を行い、
見違えるほど林内は綺麗な森となりました！

☝“ニッセイ社の森”は平成11年度に植樹を行い、
今年で樹齢19年目となります。

59名の方々(日本生命宮崎支社)にご参加いただきました！活動前は木
が込み合い暗くなっていた森が、参加した皆さんが一生懸命、ノコギリで
伐り倒し、見違えるように明るい森となりました。

5月の”ニッセイの森
友の会”育樹活動予定

・植栽木は針葉樹、広葉樹共に高い残存率で順調に成長。タブノキは成長状況に差がみられる。
・沢沿いの斜面にヤマザクラが多数残存。 ・立木の密度が高いので本数の調整が必要。

森の状況

・植栽の約８割を占めるスギとヒノキは、順調に成長しているが密度が高く、立木の枝が
重なりあっている。
・広葉樹エリアは残存率が低いが、カシ類のほか低木や竹（ハチク）の侵入が多く見られた。

森の状況

4/16(日)
4/18(火)

ふれあい森林教室

4/1-2
(土-日)

【コラボ企画】長野修平氏×”ニッセイの森”間伐材

ネイチャークラフト作家の長野修平さんに
ニッセイの森の間伐材を使用したクラフトワークショップ
(岡山県真庭市)を出店していただきました！

35名の方々にご参加いただきました！
中でも「森の素材のマグネットパッチ作り」が大好評でした！

🌳森を愛する人づくり事業活動

4/16(日)・4/18(火)の2日間、宮城県利府町にある
「森から考えるESD学びの森」にてふれあい森林教室を
それぞれ実施致しました。

16(日)は40名、18(火)は116名の方にご参加いただきました！
森づくり活動・餅つきや自然観察、ネイチャークラフト等を
行いました！

🌳その他

ニッセイ緑の財団と日本生命CSR推進部で新年度の顔合わせ兼
打ち合わせを行いました。

🌳森の安全指導について🌳
4/7(金)、日本林業協会の篠原事務局長にお越しいただき、森の安全についての講習を
実施していただきました。林野庁にお勤めされていた時の実体験とそこから学んだこと、
その他森や林業に関するお話等をお話しいただきました！

H29年度のニッセイ緑の財団のメンバーです！
左下から順に、
西事務局長、野崎理事長、石井常務、
下角課長、辻井課長、井上職員、村上主任、今井課長
です！今年度も宜しくお願い致します！

5/13(土)ニッセイ内灘の森 5/20(土)ニッセイ相模の森
5/27(土)ニッセイ岩見の森・ニッセイ土佐山田の森
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樹木名プレートの寄贈について

Facebook
最多ｱｸｾｽ
（閲覧）数
を更新!!

平成２９年度ニッセイ緑の財団年間活動予定(5/8時点)

■"ニッセイの森"友の会 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・内容 開催有無 参加人数 № 日程 場所 イベント 開催有無 参加人数

1 4/22(土) 兵庫県 社の森（枝打・間伐） ○ 55名 1
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

2 4/22(土) 宮崎県 田野の森（間伐） ○ 59名 2 4/16(日) 宮城県
ふれあい森林教室
（森から考えるESD学びの森）

○ 40名

3 4/30(日) 大分県 別府の森(枝打) ○ 65名 3 4/18(火) 宮城県
ふれあい森林教室
（森から考えるESD学びの森）

○ 116名

4 5/13(土) 石川県 内灘の森（つる切） 4 5/14(日) 栃木県 【間伐材提供】木工クラフトワークショップ

5 5/20(土) 神奈川県 相模の森(枝打) 5 5/25(木) 東京都
【間伐材利用】高尾の森
(間伐材を利用した樹木プレート設置)

6 5/27(土) 秋田県 岩見の森（間伐） 6
7/25(火)
～27(木)

愛知県・
三重県

学校の森サミット（夏大会）

7 5/27(土) 高知県 土佐山田の森（つる切） 7 8/5(土) 東京都 森の探検隊(高尾の森)

8 6/4(土) 宮城県 希望の丘(植樹) 8 8/5(土) 兵庫県 森の探検隊(社の森)

9 6/10(土) 北海道 知内の森(間伐) 9
8/15(火)
～16(水)

千葉県
【間伐材利用】イオン幕張新都心での
ニッセイ緑の自由研究会

10 6/10(土) 静岡県 伊豆の森(補植) 10 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)

11 7/8(土) 京都府 京丹波の森（下刈) 11 10/10(火) 東京都 自然体験会(高尾)　日本生命新入職員向け

12 8/26(土) 北海道 標茶の森(つる切) 12 10/21(日) 東京都 高尾の森自然観察会(親子対象)

13 9/2(土) 北海道 支笏湖の森(ネット補修) 13 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

14 9/2(土) 岩手県 大船渡の森(間伐) 14 未定 宮城県 ふれあい森林教室(約８回分)

15 9/16(土) 岡山県 加茂川の森(間伐) 15 未定 埼玉県・ 鳥取県他 ドングリ学校

16 9/23(土) 埼玉県 美の山公園（つる切） 16
(仮)10/28(

土)
千葉県 大多喜の森イベント

17 9/30(土) 富山県 桂湖の森（つる切・補植） 17
未定

(11・12月)
ー 【間伐材利用】クリスマスリース作り

18 9/30(土) 奈良県 飛鳥の森(間伐) 18
未定

(11・12月)
千葉県・ 奈良県

【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～

19 10/14(土) 新潟県 湯沢の森(間伐) 19
未定

(1～3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！”

20 10/14(土) 埼玉県 ときがわの森（枝打） 20 随時 全国 学校・企業への樹木名プレート寄贈・設置

21 11/18(土) 大阪府 千早の森（間伐)

22 12/3(日) 熊本県 熊本の森（枝打）

23 12/16(土) 山口県 徳地の森(間伐)

24 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

網掛け部分は未確定分


