
・植栽したクヌギ・ヒノキは、良好な成育状況を誇っている。
・ボランティア区域への歩道もしっかりと整備されており、活用度も高い。

◇ニッセイ緑の財団活動通信(2018年度5月号) ◇

🌳森林を愛する人づくり事業活動

🌳“ニッセイの森” 育樹活動

5/12(土) 【茨城県】“ニッセイ常陸太田の森”枝打ボランティア

【参加】５０名
【協力】茨城森林管理署・常陸太田市森林組合

5/19(土) 【長野県】“ニッセイ軽井沢の森”間伐ボランティア

【参加】４９名
【協力】東信森林管理署・佐久森林組合

当日は、日本生命長野支社の皆様を中心にご参加いただきま
した！間伐というダイナミックな作業を行い、「森づくりの壮大さを
感じた」と達成感を感じるお声を多数いただきました！

森の状況

・カラマツ・ヤマザクラを中心に植栽した。傾斜も緩やかで快適な森となっている。
・全樹種で高い残存率を誇り、ボランティア活用度も高い森である。

森の状況

当日は、日本生命水戸支社の皆様を中心にご参加いただきま
した！クヌギ・コナラの枝打ちを行ったことで、非常に見通しの良
い森へと変貌を遂げました！

・那須塩原駅から1時間ほどの立地にある、中～緩傾斜の森
・コナラやクヌギ等、広葉樹の一斉林。いづれも高い残存率となっている

5/12(土) 【栃木県】“ニッセイ大田原の森”除伐ボランティア

【参加】６１名
【協力】塩那森林管理署・大田原市森林組合

森の状況

5/26(土) 【広島県】“ニッセイ賀茂の森”間伐ボランティア

【参加】７７名
【協力】広島森林管理署・黒瀬町森林組合

当日は、日本生命広島支社を中心にご参加いただきました！
間伐という難しい作業を行いましたが、参加者1人1人が声を掛
け合い、抜群のチームワークで取組んでいただきました。

・植栽したヒノキは、良好な成育状況を誇っている。
・広島市内からも近く、傾斜も緩やかなことから、今後の活用についても期待できる。

森の状況

・植栽したヒノキとコナラはどちらも残存率が高く、特にヒノキは成育が良好
・コナラ区域にはアカマツや、様々な広葉樹が自然発生しており、豊かな森となっている。

5/26(土) 【香川県】“ニッセイまんのうの森”除伐・枝打ボランティア

【参加】５３名
【協力】香川森林管理事務所・香川西部森林組合

森の状況

当日は、日本生命宇都宮支社の皆様を中心にご参加いただき
ました！コナラ・クヌギの除伐とお子様向けのクラフト教室を行い、
立派な森づくりに貢献いただきました！

当日は、日本生命高松支社の皆様を中心にご参加いただきま
した！参加者の皆様からとても達成感があったというお声を多数
いただきました。

5/5(土) 【宮城県】ふれあい木育教室(於:宮城県県民の森)

宮城県主催のクラフト大会に出展しました！森から考えるESDの森から切り出した木の端
材や枝を活用して、ネイチャークラフトを行いました。

5/24(木) 【宮城県】ふれあい森林教室(於:森から考えるESD学びの森)

当日は、福島県飯館村立飯館中学校１年生に参加いただきました！午前は歩道づくりや畑
作り・記念植樹、午後はカブト虫の幼虫掘りやネイチャークラフト活動等、森の中で元気
いっぱい楽しみました。

5/28(月) 【宮城県】ふれあい森林教室(於:森から考えるESD学びの森)

宮城県仙台市の民間学童ドリームクラブの皆様に参加いただきました！午前は葉っぱで遊
びながらの自然観察や森づくり体験、午後はネイチャークラフト活動を楽しみました。

2010年
植樹

2008年
植樹

1993年
植樹

1992年
植樹

2006年
植樹

ニッセイ飛鳥の森(奈良県)での育樹活動は荒天の為残念ながら中止となりました。

84名参加

15名参加

25名参加
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🌳現地踏査活動（森の成育状況の調査等）

🌲阿戸の森（広島県）

・針葉樹(ヒノキ・アカマツ)、広葉樹(コナラ・クヌギ)共に
成育は順調

・特に広葉樹エリアにはマツ・サクラ等が自然発生している アカマツ ヒノキ

🌲野呂山の森（広島県）

・ヒノキを中心とした各樹種の成育は良好

・一方、下部にいくほど林内は暗くなってきており
間伐を実施予定 クリ ヒノキ

🌲安中の森（群馬県）

・クヌギ・コナラともに成育は植栽10年目とは思えないほど
順調であった。

・一部ツルにより成育が阻害されている箇所が散見される為
施業実施予定。 コナラ クヌギ

🌳森林を愛する人づくり事業活動

【長野県・山梨県】木工クラフトワークショップ

金丸小学校の1年生から6年生で構成される「みどりの少年団」の皆様が、今まで校庭
の樹木にかけていたプレートの補修・付け替えを、財団の樹木名プレートを活用して行い
ました。

5/12-13(土日）
5/26-27(土日）

＜5/12-13開催分＞
【場所】長野県：飯綱東高原オートキャンプ場

＜5/26-27開催分＞
【場所】山梨県：道志村キャンプ場

🌲琴南の森（香川県）

・香川県と徳島県の県境の山地の尾根部に位置する森

・植栽木したヒノキの密度はやや高いが、成育は順調

・林内は、シロモジ、イヌシデほか多様な自然発生木や
草本で覆われている

ヒノキ
自然発生してい
る広葉樹

🌲鮭川の森①②（山形県）

・2001年植栽の区域は、当初植栽したミズナラ、ブナが順調
に成長しているほか、ホオノキなどの自然発生木も多い

・2002年植栽の区域は、植栽したミズナラ・ブナが順調に
成長しており、一部ホオノキやタニウツギなどが入り込んで
きている。

ブナ ミズナラ等

🌲最上の森（山形県）

・上を林道、下が沢、左右はスギ林に囲まれた中斜面に
拡がる森

・コナラ、ケヤキなどの植栽木に混じって、自然発生した
ホオノキ、イタヤカエデ、ナナカマド、サクラ類などが成育し
豊かな森になっている

サクラ・コナラ等 ホオノキ等

🌲富士の森（静岡県）

・1993年からヒノキ、ミズナラ、ブナなどを植栽して、現在は
10箇所、約19haで森づくりを実施中で今回8箇所を踏査

・概ね順調に成長しているが、獣害の激しい森については
今回単木ネットを設置した

ヒノキ
(5回地)

単木ネットの
設置 (8回地)

5/31(木) 【東京都】喜楽会向けに自然観察会を初めて開催しました！

当日は、植物観察に加え、“ニッセイの森”間伐材で作成した植物名プレートの作成、
ならびに、設置作業を行いました。喜楽会東京都支部の方を中心に参加いただき
「豊かな自然に囲まれて大変満足した。」との感想を多くいただきました。

5/28(月) 【栃木県】大田原市立金丸小学校で樹木名プレート設置

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”の間伐材を活用したクラフトワークショップを出店
していただきました！参加者の皆様には、間伐材を使ったマグネット作りに挑戦していただき、大盛況のイ
ベントとなりました！

(日本生命OG・OB会)

2003年
植樹

1998年
植樹

2008年
植樹

1993年
植樹

1993年
植樹

2001年
植樹

1996年
植樹

124名参加

46名参加

30名参加
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2018年度ニッセイ緑の財団年間活動予定

❝ニッセイの森❞育樹活動 森林を愛する人づくり活動

■その他イベント
№ 日程 イベント区分 場所 ニッセイの森 イベント名 参加者
1 4/22 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 52名

2 5/24 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 15名

3 5/28 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 25名

4 7/1 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

5 7/31 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

6 8/5 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

7 8/30 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

8 9/11 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

9 10/28 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

10 調整中 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室(残3回予定)

11 5/5 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい木育教室 84名

12 6/27 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい木育教室

13 8/25 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい木育教室

14 調整中 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい木育教室(残2回予定)

15 3/31-4/1 神奈川県 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 120名

16 5/12-13・26-27 長野県・山梨県 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 124名

17 10月頃 東京都 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

18 11月頃 東京都 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

19 調整中 東京都 - 木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

20 4/22 東京都 高尾の森 高尾の森自然観察会(たちかわ市民交流大学受講生向け) 34名

21 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

22 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

23 8/14-8/15 千葉県(イオンモール幕張新都心) ー ニッセイ緑の夏休み自由研究会

24 2月頃 千葉県 大多喜の森 大多喜の森ｲﾍﾞﾝﾄ教室

キャンプ地等イベント

その他イベント

森林教室

木育教室

■"ニッセイの森"友の会 育樹活動
№ 日程 ニッセイの森 場所 主催支社(本部) 参加者

1 4/7(土) 員弁の森 三重県 四日市支社 雨天中止

2 5/12(土) 常陸太田の森 茨城県 水戸支社 50名

3 5/12(土) 大田原の森 栃木県 宇都宮支社 61名

4 5/19(土) 軽井沢の森 長野県 長野支社 49名

5 5/19(土) 飛鳥の森 奈良県 奈良支社・本店 雨天中止

6 5/26(土) 賀茂の森 広島県 広島支社 77名

7 5/26(土) まんのうの森 香川県 高松支社 53名

8 6/3(日) 希望の丘 宮城県 仙台支社 120名

9 6/16(土) 伊豆の森 静岡県 沼津支社・本部

10 6/16(土) 知内の森 北海道 函館支社

11 7/7(土) 富士の森 静岡県 本部・沼津支社

12 8/4(土) 支笏湖の森 北海道 札幌支社

13 8/4(土) 山形の森 山形県 山形支社

14 9/1(土) 桂湖の森 富山県 富山支社

15 9/1(土) 関川の森 新潟県 新潟支社

16 9/8(土) 平泉の森 岩手県 盛岡支社

17 9/8(土) 加茂川の森 岡山県 岡山支社

18 10/13(土) 夏泊の森 青森県 青森支社

19 10/13(土) ときがわの森 埼玉県 川越支社

20 11/3(土) 美の山の森 埼玉県 本部・熊谷支社

21 11/10(土) 社の森 兵庫県 本店・明石支社

22 12/2(日) 熊本の森 熊本県 熊本支社

23 12/15(土) 筑前の森 福岡県 福岡総合支社・久留米支社

24 12/15(土) 脊振の森 佐賀県 佐賀支社

合計 410名

■樹木名プレート応募状況

№ 場所 設置校・団体 参加者

1 千葉県 浦安市エルシティ

2 千葉県 君津市周南公民館

3 千葉県 君津市立周南中学校

4 兵庫県 南但馬自然学校

5 大阪府 大阪府立園芸高等学校

6 千葉県 君津市立秋元小学校

7 千葉県 君津市立小櫃小学校

8 大阪府 高槻市立北大冠小学校

9 千葉県 君津市立松丘小学校

10 宮城県 宮城学院女子大学附属 森のこども園 

11 高知県 横浜新町まちづくり市民会議

12 千葉県 松戸市立横須賀小学校

13 東京都 八王子市立中山中学校

14 東京都 八王子市立浅川中学校

15 東京都 八王子市立みなみ野中学校

16 長野県 御代田町立御代田小学校

17 長野県 長和町立和田小学校

18 東京都 八王子市立陵何南中学校

19 新潟県 絵本の家「ゆきぼうし」

20 東京都 八王子市上柚木中学校

合計 -

■日本生命・グループ会社との協業イベント
№ 日程 協力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
1 7月中旬頃 (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 松戸ニッセイエデンの園 - 夏休み自由工作イベント

2 7/28 CSR推進部 東京都 高尾の森 森の探検隊

3 7/28 CSR推進部 兵庫県 社の森 森の探検隊

4 7/24 関連事業統括部 大宮ソニックシティビル - 夏休み自由研究フェス！　ブース出展

5 8/8 関連事業統括部 日本生命本店東館 - 夏休み自由研究フェス！　ブース出展

6 8/6 関連事業統括部 日本生命丸の内ビル - 夏休み自由研究フェス！　ブース出展

7 10/10 人材開発部 東京都 高尾の森 日本生命　総合職1年目研修

8 10-11月頃 (公財)日本生命済生会 日本生命病院 - 健康キッズ！

9 12月頃 (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 松戸ニッセイエデンの園 - 木工クラフトワークショップ(クリスマスリース作り)


