
イベントの詳細につきましては、直接各団体へご確認下さい。
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公益財団法人オイスカ ふるさとグリーンウェイブ

グリーンウェイブの紹介
グリーンウェイブの実施サポート
グリーンウェイブ参加証の発行
国連生物多様性条約事務局への情報提供　等

東京都
杉並区和
泉

3月 1日

NPO法人里山会公文名
ファイブ

小さな森づくり 親子体験学習にてクヌギ・コナラ苗木植樹１００本 静岡県

裾野市箱
根外輪山
三国山西
麓

3月 8日 http://kumomyou-five.org/

特定非営利活動法人ベ
ルデ

青梅の杜で生物多様性
の森づくり

株式会社多摩農林が管理する東京都青梅市黒沢3丁目
付近を中心とする374ヘクタールのFSC認証「青梅の杜」
の上栃谷地区にて、間伐後の植樹作業を実施した。活
動は、特定非営利活動法人ベルデ43名、一般募集によ
る森林ボランティア23名、多摩農林4名の合計70名でコ
ナラを主体とする広葉樹の苗228本を植樹した。植樹は
午前中に行い、午後からは参加者へ、「グリーンウェイ
ブ」、「生物多様性」、「FSC認証」の講習を実施した。

東京都
青梅市黒
沢3丁目
付近

3月 14日

福岡県宗像･遠賀保健福
祉環境事務所　地域環
境課

福津市手光ビオトープ果
樹園植樹

当協議会は、市民ボランティア等と協働して、福津市手
光地区の休耕田を利用してビオトープを造成・維持管理
しながら生物観察会等を通して環境啓発を行っている。
今回このビオトープに果樹園をつくるため、苗木30本の
植樹を行った。

福岡県 福津市 3月 14日

セイコーインスツル株式
会社

「セイコーインスツルの
森」への植栽

SIIは、環境との調和、社会との共存を企業行動憲章に
揚げ、CSR活動に取組んでいます。
本活動は、2014年8月28日付に千葉県と締結した「法人
の森事業協定書」に基づき、千葉県が所掌する県有林
において、森林の保全・整備、森林環境教育等を行うも
のです。また、同時にCO2排出削減や生物多様性保全
への寄与も目指しています。

3月14日（土）、SIIの社長をはじめ社員ボランティア33名
は壊滅状態にある千葉県匝瑳市新堀の九十九里海岸
保安林の再生に向け、千葉県森林組合様のご指導をい
ただきながらクロマツ300本を植栽しました。

今後も植栽したクロマツの成長を見守りながら森林整備
活動を継続してまいります。

千葉県

匝瑳市新
堀字砂間
1464番
273

3月 14日
http://www.sii.co.jp/eco/pi
ckup/planting.html

グリーンウェイブ朝倉水
源の森実行委員会

グリーンウェイブ朝倉水
源の森づくり

毎年3月に福岡県朝倉市にあります寺内ダムの上流の
旧畜産団地にサクラ200本や広葉樹などの植林をしてい
ます。今年は3月21日(土)に行い、約170名の方が参加
されました。この活動は10ヵ年計画で行われ、今回が3
年目にあたります。筑後川水源をサクラでいっぱいにで
きればと思います。

福岡県 朝倉市 3月 21日

公益財団法人オイスカ
四国支部

植樹活動
タイサンボク・ツバキ・ロウバイ・ユキヤナギ・ハナミズ
キ・ジンチョウゲ・キンモクセイなど７種類を植樹。

香川県
高松市 自
然ふれあ
いの森

3月 22日
http://donguri-
net.com/land/index.shtml

湘南積水工業株式会社 花の植樹活動 事務所前のプランターに花を植樹する 千葉県
工場事務
所前

3月 23日

ラムサール・ネットワーク
日本

湿地のグリーンウェイブ

5月22 日の「国際生物多様性の日」を中心に実施される
「グリーンウェイブ」の活動を、湿地にも拡げることを目
的に、ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットJ）は、
「湿地のグリーンウェイブ」として独自に参加団体を募
り、「グリーンウェイブ」に参加しています。
2015年も湿地のグリーンウェイブの参加イベントとして、
自然観察会や生きもの調査、田植え体験など、全国で
多彩な活動が実施され、子どもたちを含む多数の人々
が参加する予定です。生物多様性条約の愛知ターゲッ
トの長期目標「人と自然との共存する社会」や、「湿地を
保全して賢明に利用する」というラムサール条約の考え
方をさらに広げ、主流化することを目指しています。各地
のイベントで生きものたちに触れて、共存のために何が
できるか考え、行動できる人になりましょう。

東京都
台東区台
東

4月 1日
http://www.ramnet-
j.org/gw/

積水化成品工業株式会
社　総務部

里山保全活動

　生物多様性保全活動の支援を目的に、２０１２年に「公
益財団法人淡海文化振興財団」（滋賀県大津市）が運
営する「未来ファンドおうみ」へ寄付による「積水化成品
基金」を開設しました。　本基金の今年度の助成団体で
ある「ＮＰＯ法人甲賀の環境･里山元気会」主催の里山
保全活動に、研修中の積水化成品グループの新入社員
１５名を含む１７名で参加しました。
　原木に駒菌を打ち込み、椎茸のホダ木作りを体験しま
した。また、里山散策の後、手作りのかやくご飯などをご
馳走になり、会員の方と親睦を深めました。
　自然豊かな里山で自然の大切さや豊かさを感じ、市民
による環境保全の現状を少しは理解してもらえたと思い
ます。

滋賀県
甲賀市水
口町松尾

4月 4日

（平成27年4月末日現在）

                「グリーンウェイブ2015」へ登録された活動一覧 別紙
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たねびとの会
シェアするたねプロジェ
クト♪　Share Seeds

自家採種したタネや固定種のタネを購入したけど蒔き切
れなかったタネを”皆で分かち合う”ことから、人と人との
つながりや自然への畏敬の念を抱く心を取り戻し、等価
交換での仕組みから自由になり、”どうぞ！”という次の
人へと恩贈りをする心を養う、都会での暮らしに持続可
能な農的暮らしを提案していく取り組みです。

東京都

GEOC内
及び全国
にある”た
ねBOX設
置店”での
活動

4月 4日
http://www.share-
seeds.com/

吉野川ラムサールネット
ワークと吉野川の風景を
守る会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】 こんな徳島
がある～美しい風景に
出合う一日～

日時：4月4日(土）9時から16時半（予定）
開催場所：吉野川河口～善入寺島～舞中島～脇町
一般募集はありません。

吉野川河口から河口の風景を見て→宮島金毘羅神社と
灯篭→別宮神社を通り勝瑞城へ→善入寺島（川中島）
→川島城→舞中島（川中島）→脇町　吉野川の流路の
変遷とその時代の人々の暮らしや文化を知るバスツ
アーです。同時に　吉野川の素晴らしい風景を再発見す
る一日となります。

徳島県 徳島市 4月 4日

一般社団法人　グリーン
オイルプロジェクト

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】マイオイル＆
ミツバチ救出作戦

日時：4月4日(土）
開催場所：栃木県河内郡上三川町２３３、下野市下長田
参加費：500円

23000㎡（東京ドーム半分）のナタネ畑の野生なたねの
除去とひまわり・夏ソバの播種作業（無農薬でレンゲ・な
のはな⇒ひまわり・夏ソバ⇒秋ソバ⇒ハウス低農薬イチ
ゴと切れ目なく栽培し、ミツバチを救出するイベントのス
タートです。）今農村ではネオニコチノイド系農薬など長
期残留農薬によってミツバチなどの受粉昆虫が脳神経
を侵され激減し、生物の多様性が失われる危機に陥っ
ています。 このイベントは生物の多様性がどのような生
き物の繋がりによって成り立っているのかを学びなが
ら、絶滅の危機にあるミツバチの救出のために、菜の
花、レンゲを播種した田畑の手入れとひまわりや夏ソバ
の播種を行い、ミツバチが農薬の含まれるイネやのトウ
モロコシの花粉を持ち込み、ダメージを受けないよう保
護する取組です。併せて蜂蜜の採蜜、ミツバチの分蜂と
飼育法の実習なども行います。

栃木県
河内郡上
三川町

4月 4日

上関の自然を守る会
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】田ノ浦＆祝島
を楽しむ観察会

①春の鳥と山桜を楽しむ観察会
日時：４月５日（日）１０：００～１６：００
開催場所：上関町海域（船上）
集合：上関町室津　中央公民館前
参加費：大人　3,000円　子供　500円
上関の島々に咲くヤマザクラや春の植物を観察し、スナメリ/カンムリ
ウミスズメ/カラスバトなど希少な生き物との出会いも期待できる
フィールドワークです。山口県立大学の安渓遊地/貴子先生がわかり
やすくガイドしてくださいます。”奇跡の海”の魅力を満喫しましょ
う！！ 船上からのフィールドワークを予定していますが、天候不順の
場合は陸路での観察会となります。

②「春の田ノ浦を楽しむ観察会」
日時：５月５日（火祝）１０：００～１６：００
開催場所：上関町長島田ノ浦海岸
集合：上関町中央公民館前　　長靴や水にぬれてもよい服装でご参
加下さい。
参加費：大人 1,000 円 子ども無料
田ノ浦はナガシマツボやヤシマイシン近似種など世界的に珍しい貝
類が確認された場所です。磯の潮溜まりにはイソギンチャクやエビ/
カニなどがくらし、海岸の石の裏には貝やゴカイなどがいっぱいくっ
ついて生き物の宝庫です。田ノ浦で調査活動をしておられる山下博
由さんのガイドで春の磯遊びを楽しみましょう！

③スナメリ＆祝島ビワ狩りフィールドワーク
日時：６月１３日（土）１０：００～１６：００
開催場所：上関町祝島および周辺海域
集合：上関町中央公民館前　　ビワ狩りの虫除け対策に長袖/スニー
カー、長靴など水にぬれてもよい服装でご参加下さい。
参加費：大人 3,000 円　子ども500円（ビワ入園料含む）
祝島特産のビワがりとスナメリウォッチングをコラボさせたフィールド
ワークです。祝島ではビワ農家の山戸孝さんのご案内でもぎたての
ビワを味わいながら 33年間の原発に頼らない島作りについて伺いま
す。失われつつある瀬戸内海の原風景である白砂青松のしまなみと
スナメリとの出会いが期待できるワクワクの船旅を楽しみましょ
う！！

山口県 上関町 4月 5日
http://kaminosekimamoru.s
eesaa.net/

横浜ゴム株式会社三重
工場

グリーンカーテン、新入
社員記念植樹

4月に新入社員を対象とした記念植樹、5月に従業員を
対象とした第8期植樹を開催予定です。また、度会郡大
紀町の企業の森での植樹、間伐作業を予定していま
す。

夏場の省エネ対策のグリーンカーテンは2009年から今
年で7年目になります。工場内でグリーンカーテンを実施
予定です。毎年、前年の反省を踏まえ、年々進化させて
います。

三重県
伊勢市御
薗町高向
1038

4月 6日

テイ・エス テック株式会
社

テイ・エステックの森　新
入社員教育

2015年度新入社員により生物多様性に配慮した樹木の
植樹を行った。

埼玉県
秩父郡皆
野町

4月 9日
http://www.tstech.co.jp/csr
/social02.html

横浜市環境創造局みど
りアップ推進課

よこはま花と緑のスプリ
ングフェア2015における
苗木配布

　スプリングフェアは、人と花と緑のふれあいを深め、市
民一人ひとりが身近な花や緑を守り育てる活動を進め
ることを目的に毎年開催されています。
　横浜公園ではチューリップまつりが、山下公園では花
壇展示が行われ、多くの来場者で賑わいます。
　横浜市環境創造局では、横浜公園にブースを出展し、
「横浜みどりアップ計画」など、横浜市の環境への取組
を紹介し、苗木の配布を実施します。

神奈川県 横浜公園 4月 10日

ヨコハマモールド株式会
社

千年の杜　活動
横浜ゴムグループの「千年の杜」活動に則した植樹、及
び育樹活動。並びに育樹した苗木の提供を通じた地域
とのコミュニケーション活動。

茨城県 小美玉市 4月 10日
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キリングループ キリン水源の森活動
キリンビール横浜工場と関係会社の従業員や家族が、
丹沢/やどりき水源林（ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ林）にて間伐作
業を行います。

神奈川県
足柄郡松
田町寄

4月 11日
http://www.kirin.co.jp/csv/
eco/

「干潟を守る日２０１５in
諫早」実行委員会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】井戸端会議・
諫早の未来を考える―
干潟の再生による諫早
の街づくりー

日時：４月１１日（土）13:30～16:30
場所：諫早市民センター（諫早市中央公民館）

プログラム　　合唱組曲「干潟の海の詩」　　井戸端会議
「干潟を生かした街づくり」　　提言者：佐藤正典鹿児島
大学教授・鮫島和夫元長崎総合科学大学教授

長崎県 諫早市 4月 11日
http://www.geocities.jp/isa
hayabay/

ちいさな虫や草やいきも
のたちを支える会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】玉川上水自
然観察会

日時：4月11日（土）13:00
開催場所：小平市中央公園体育館横の玉川上水
参加費：100円（保険代）

山から都心へ向けた43kの玉川上水は、生き物たちの
通り道。樹木と草本の観察と解説。

東京都 小平市 4月 11日 http://t-ramsar.jimdo.com/

日本野鳥の会三重
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】五主探鳥会

日時：4月12日（日）9:30～11:30
開催地：松阪市（五主海岸・大池）
集合：9:30（雲出川右岸河口　五主海岸コーナー）　　
　　　解散　11:30（大池付近）
参加費：無料

恒例の五主海岸の探鳥会です。シギ・チドリ類をはじ
め、まだ残っているカモやカモメも観察できます。春、鳥
も人もにぎやかさが増す五主海岸。いっしょに楽しみま
しょう！　　※コース上にトイレはありません。

三重県 松阪市 4月 12日
http://www.geocities.jp/siro
chidori_mie/

八代野鳥愛好会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】八代海球磨
川河口、シギ・チドリの渡
りを応援する探鳥会

日時：4月12日（日）11時00分～13時00分
開催場所：球磨川河口右岸堤防（八代市鼠蔵町）
参加費：100円

春、球磨川河口干潟には繁殖地に向かうたくさんのシ
ギ・チドリ類が訪れます。ハマシギ、キアシシギやチュウ
シャクシギなどです。無事繁殖地に行けるよう応援し、
干潟の役割について考えてみましょう。潮待ちの間、ゴミ
拾いをします。

熊本県 八代市 4月 12日

㈱積水技研名阪小倉工
場

事業所内での植樹活動

・事業所入り口周辺に芝桜を植える。（4年目）

・工場入り口にリサイクル品の植木鉢に防虫効果のある
　マリーゴールドを植える。

  グリーンウェィブ活動を継続していく

奈良県
奈良市上
深川７５８
番地７

4月 13日

DCMホーマック株式会社
茨城県那珂市県民の森
ＤＣＭホーマックの森植
樹会

私たちはカミネッコン（再生紙ダンボールによる植樹用
ポット）を使用した植樹活動を行っています。茨城県那珂
市にある県民の森を豊かな森にします。

茨城県 那珂市 4月 15日

名古屋市
グリーンウェイブ２０１５
（名古屋市）

名古屋市の組織全体に対し、グリーンウェイブ活動への
協力を呼び掛け、活動結果の取りまとめを行う。

愛知県

名古屋市
中区三の
丸三丁目
1番1号

4月 16日

DCMホーマック株式会社
埼玉県皆野町登谷植樹
会

私たちはカミネッコン（再生紙ダンボールによる植樹用
紙ポット）を使用した植樹活動をしています。埼玉県皆野
町の牧場跡地を森に戻し、東京都民の水利用を支える
荒川の水源の森となります。

埼玉県
秩父郡皆
野町

4月 17日

東白川村役場
東白川中学校緑化少年
団植林体験

【目的】
　林業体験学習や緑化活動を通して森林の実態を学
び、緑化への関心を高めるとともに郷土への発展、森林
への興味・関心を高めるため実施する。

【活動内容】
　・植林体験(ヒノキ)

岐阜県
神土新巣
地内

4月 17日

サンデングループ
Global Sanden Green
Wave 活動

・2013年4月に「緑化推進運動功労者　内閣総理大臣表
彰」を受賞したのを機に、4月26日を「サンデンみどりの
日」を制定
・2015年4月1日より、持株会社制を導入し、グループ会
社を再編
上記2点を記念し、グリーンウェーブ2015活動に参画し、
グローバルのサンデングループ各事業場において、植
樹を実施する。

群馬県 伊勢崎市 4月 17日
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泡瀬干潟を守る連絡会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】トカゲハゼを
見つけよう、泡瀬干潟の
春を楽しもう①～トカゲ
ハゼ生息調査②一般参
加者の観察会

①トカゲハゼ生息調査
日時：4月18日（土）午前9時～12時
開催場所：比屋根湿地前の泥干潟（埋立工事・仮設橋
梁横の泥干潟）
参加費：無料
泡瀬干潟の比屋根湿地前の泥干潟はトカゲハゼ（絶滅
危惧ⅠＡ類）の生息地であるが、その生息地の環境が
悪化し、泥干潟が砂干潟に変わりつつあり、トカゲハゼ
の生息数が減少している。その原因は、様々あると思わ
れるが、泡瀬干潟埋立工事による影響（閉鎖海域での
砂の堆積）が大きいと思われる。事業者はそれを認めた
がらないが、事業者による庭質改良工事実施でもトカゲ
ハゼの減少傾向を止めきれない。少なくなったトカゲハ
ゼを見つけきれるか、観察会を実施する。あわせてまだ
残されている泡瀬干潟の豊かさを体験する。

②一般参加者の観察会
日時：４月19日（日）午前10時～13時
開催場所：比屋根湿地前の泥干潟及びミナミコメツキガ
ニの浜
参加費：無料

沖縄県 沖縄市 4月 18日 http://awase.net/

ウエットランドフォーラム
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】春の和白干
潟観察会

日時：4月18日（土）14：00～17：00
開催場所：和白干潟（和白川～五丁川）
参加費：無料

干潟は不思議な面白さがいっぱいです。カンザシゴカイ
やイソギンチャク、イシガニ、ツバサゴカイなどに出会え
るかも。春の大潮で、い～っぱい引いた干潟でわくわく
遊びましょう。

福岡県 福岡市 4月 18日
http://www.wetlandforum.or
g/

凸版印刷㈱本社
都立七生公園｢昆虫の
森｣の整備

 多摩動物公園に隣接した都立七生公園内の「昆虫の
森」の再生を目指し、NPO法人樹木・環境ネットワーク協
会と協働で行いました。｢アズマネザサ」の下草刈りや朽
木、落木を使い、生き物の棲み家となる「エコスタック」作
りをしました。落ち葉が腐葉土になる頃には、カブトムシ
の幼虫などの成育が期待できます。
また、手製マップを片手に春先の林床に見られる植物観
察を行い、虹の7色と同じ色の花を探索し見つけた位置
にシールを貼りました。里山を代表する山野草を見つけ
ることができました。

東京都
都立七生
公園｢昆虫
の森｣

4月 18日

鴨池観察館友の会
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】鴨池たんぼク
ラブ（全6回中の3回）

日時：①4月19日（日）9:30～11:30　 どべちょごしよっさ
（畦塗り）    
② 5月6日（祝/水）9:30～11:30　田植えしよっさ
活動場所：加賀市鴨池観察館
参加費：なし（鴨池観察館入館料のみ）
問い合わせ：加賀市鴨池観察館　0761-72-2200

・泥で汚れますので、着替えをお持ち下さい。　　
・たんぼ用長靴の貸し出しは申込時にサイズをお知らせ
下さい。　　
・22センチ以下のたんぼ用長靴はありませんのでお子
様は汚れたり捨ててもよいような運動靴をご持参下さ
い。　　

石川県 加賀市 4月 19日
http://www.kagashi-
ss.co.jp/kamoike/

日本野鳥の会熊本県支
部

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】有明海・市民
探鳥会in荒尾干潟

日時：4月19日（日）　　集合時刻：午前10時
開催場所：荒尾市蔵満（くらみつ）27番地の海岸
参加費：100円
荒尾干潟探鳥会は、2006年から沿岸地区の住民町おこ
しグループ「有明元気づくり」と共催で開催するように
なった。また、一般市民の参加も呼びかけ海岸の清掃と
バードウォッチングをしている。この時期は、春の渡りの
シギ・チドリ類を観察することである。  主催：日本野鳥
の会熊本県支部  　後援：日本野鳥の会九州・沖縄ブ
ロック

熊本県 荒尾市 4月 19日 http://torikuma/com/

なごや国際オーガニック
映画祭

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】福津農園・自
然農業見学会

田んぼ、畑、周りの森林の全体を見て、どんな自然環境
の中で作物が育っているかを観察する。また近代農業
で使われる過剰なエネルギーに頼らず、自然の生態系
を存分に生かした農業を学ぶ。

愛知県 新城市 4月 19日

川崎市立東高津中学校 美化集会・園芸委員会

川崎市立東高津中学校生徒のボランティアおよび各学
年各学級から集まった委員会活動による緑化および保
全活動です。各学年のボランティアによる農業活動とグ
リーンカーテン活動を行っています。

神奈川県
川崎市高
津区末長
4-1-1

4月 20日

ライオン株式会社 ライオン山梨の森
春の「ライオン山梨の森」森林整備ボランティアでライオ
ン社員と一緒に地元の山梨市立八幡小学校５年生が
「マジカの森」で植林をします。

山梨県
山梨市水
口地区

4月 24日
http://www.lion.co.jp/ja/csr
/social/forest/

豊田市自然観察の森
（公財）日本野鳥の会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】春の八並湿
地観察会

参加費：100円
問い合わせ先：0565-88-1310
場所：八並湿地

ラムサール条約湿地となった東海丘陵湧水湿地群の一
つ、矢並湿地で春の使者ハルリンドウなどを観察しま
す。雨天決行。申込みは4月10日までに往復はがきで、
定員25名。

愛知県 豊田市 4月 25日
http://www.toyota-
kansatsu.com/index.html
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びわ湖りす森倶楽部 想い出の森づくり
びわ湖水源の森に生息する動植物の生息地の森の保
護・保全活動推進のための森林づくり

滋賀県

高島市朽
木柏グ
リーン
パーク想
い出の森
内

4月 25日
http://risumori.shiga-
saku.net

とくしま自然観察の会
協賛：パタゴニア神戸

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】吉野川汽水
域を子どもたちの未来へ
とつなげる吉野川ラム
サール展

日時：4月2５日（土）10時から18時、26日（日）10時から
17時
開催場所：徳島市シビックセンター・ギャラリーB　（徳島
駅前アミコビル）
参加費：無料

吉野川河口の美しい風景、干潟の生物の写真や子ども
たちが描いた吉野川汽水域のシンボルであるシオマネ
キの絵などの展覧会。“めざそう、吉野川ラムサール登
録”のエプロンシアター初上演します。

徳島県 徳島市 4月 25日 http://shiomaneki.info/

株式会社　すまい工房 GARDEN work shop
講師のもとお庭のお手入れ方法をレクチャー
緑と触れ合うイベント活動を通じグリーンウェイブ2015に
参加する

熊本県

熊本市東
区下江津
3丁目15-
1

4月 26日

有明海漁民・市民ネット
ワーク

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】ラジオAIネット
「湿地のグリーンウェイ
ブ・スペシャル」

日時：4月26日（日）午後10時～
場所：ニコニコ生放送
（http://com.nicovideo.jp/community/co2633405）
参加費：無料（要ニコニコ登録）

ニコニコ生放送で毎月1回、諫早湾干拓問題について語
る番組「ラジオAIネット」。4月26日は湿地のグリーンウェ
イブ特番として時間を延長し、漁業者、弁護士、研究者
などさまざまなゲストを招いて放送します。

東京都 豊島区 4月 26日
http://www.ariake-
gyomin.net/

NTT西日本

NTT西日本　みどりいっ
ぱいプロジェクト「３０府
県１万人目標達成記念
イベント」

　今回は、大阪府堺第７－３区共生の森にて、弊社が
サービス提供している全３０府県でそれぞれ行っている
生物多様性活動「みどりいっぱいプロジェクト」が、目標
としてきた参加者年間１万人を達成したことを記念し、１
人１本の記念植樹を行う。
　大阪府堺第７－３区共生の森活動は、産業廃棄物処
分場跡地を時間をかけて自然の再生力を活かしなが
ら、府民・NPO・企業・行政などが力を合わせて進める
“１００年の森作り”活動です。弊社は、平成23年1月より
NTT西日本として共生の森活動に参加し、植樹会、草刈
会などの取り組みを開始。今回で5年目、第11回目のイ
ベントとなります。

大阪府
堺第７－３
区　共生
の森

4月 26日

国連生物多様性の10年
市民ネットワーク

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】「知ろう、行こ
う、守ろう、サンゴ礁」@
新宿御苑みどりフェスタ
２０１５

日時：4月29日（水祝）９:００
開催場所：新宿御苑（東京都新宿区）(新宿御苑みどり
フェスタ２０１５会場内)
参加費：無料(新宿御苑の入園料は必要です)

海の熱帯雨林・いきものの楽園「サンゴ礁」の魅力をご
紹介します。サンゴ礁を身近に感じられるワークショップ
も開催します。

東京都 新宿区 4月 29日 http://jcnundb.org/

はぜっ子倶楽部

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】松川浦大洲
海岸（福島県相馬市）植
林

日時：4月29日（水祝）10時～
開催場所：松川浦大洲海岸（相馬駅から車で30分。足の
無い方はご相談ください）
参加費：無料

東日本大震災の大津波で壊滅した大洲海岸の国有林
0・45haに1500本のクロマツを植林し、みんなで「松川
浦・希望の森」を造成していきます。※当日は、豚汁
サービスあり。周辺は被災地でお店がないので、昼食や
飲み物は各自ご持参ください。

福島県 相馬市 4月 29日 http://hazekkoclub.com/

吉野川ラムサールネット
ワーク

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】第２回春の吉
野川ウォーキング「吉野
川の気持ちのいい風景
を見よう！～三川合流地
点に立つ」

日時：4月29日(水祝)午前9時から12時まで
開催場所：鮎喰川の弁天橋潜水橋北詰めに集合して三
川合流地点まで歩きます。
参加費：保険代200円

吉野川には、ゆっくり見ると素敵な風景が多くあります。
今回は水辺の風景として、三つの川(吉野川と鮎喰川と
飯尾川)の合流する場所を目指して、ピクニック気分で
ウォーキングします。吉野川の素晴らしさを体感してい
ただき、吉野川の未来を考える機会とします。

徳島県 徳島市 4月 29日

ＮＰＯ法人中池見ねっと

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】生きものワイ
ワイ！ミニ田んぼしよう
～ (^0^)/

日時：5月2日～6日　
開催場所：中池見人と自然のふれあいの里　ビジターセ
ンター
一般参加募集は行いません

ミニ田んぼサポーターさんたちによる、中池見の田んぼ
の生き物の居場所を作る大切な活動も、今年度で5年
目。今年は田植えなどの一連の作業以外に、溝掘りや
アメリカザリガニ防除も活動内容に予定しています。

福井県 敦賀市 5月 2日
http://nakaikeminet.raindro
p.jp/



登録団体名 行事名 活動の詳細 活動場所の県 活動場所の市 活動実施月 活動実施日 活動に関するウェブサイトアドレス

ＮＰＯ法人里山の風景を
つくる会

A)田んぼ探検隊 【湿地
のグリーンウェイブ参加
企画】①田んぼをつくろ
う！②赤腹イモリの生き
もの探検

日時：
①田んぼをつくろう！
5月2日（土）
②アカハライモリの生きもの探検
5月30日（土）
開催場所：徳島県小松島市大林町、田浦町の田んぼ
参加費：①②ともに300円

とろとろの土の感触を味わう田植えはおとなも子どもも
わくわくする体験。田んぼでは、赤がきれなアカハライモ
リや透き通った姿のホウネンエビなどのいのちの不思議
さに歓声があがります。生きものにぎわう春の田んぼに
出かけませんか。

徳島県 小松島市 5月 2日
http://www.enjoy-
satoyama.jp/

公益社団法人京都モデ
ルフォレスト協会

スチールの森京都新緑
祭、ClubJ-WESTの森森
づくりイベントほか

スチールの森京都「新緑祭」、「ClubJ-WESTの森」森づ
くりイベントほか森の恵みを受ける多様な企業・団体・個
人の参加により森を守り育てるモデルフォレスト運動の
一環として、森に親しむ多様な取組を予定。

京都府

スチール
の森 京都
（京都府
立 府民の
森ひよし）

5月 3日 http://forest-hiyoshi.jp/

日本自然保護協会自然
観察指導員東京連絡会
(NACOT)　　環境ネット
ワーク文京　（共同主催
企画）

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】多摩川河口
干潟観察会～干潟の生
きものたち～

日時：５月３日（日）10時～14時予定
開催場所：神奈川県川崎市川崎区　殿町干潟
集合場所：京浜急行 大師線　小島新田駅
参加費：一般:500円、学生:100円、未就学児：無料
higata2015@nacot.org　　メール受付に限定

東京湾では希少な天然の干潟での毎年恒例の観察会
です。開催場所は、海から1.6kmの汽水域です。公園な
どの観察会とは一味番う、干潟環境で、いきもの観察を
行います。

神奈川県 川崎市 5月 3日

ＮＰＯバランス21・谷当里
山計画

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】田植えイベン
ト

日時：5月3日（日）9時30分集合（10時～15時）
開催場所：谷当工房（千葉市若葉区谷当町70）
参加費：1500円（中学以上大人） 1000円 （小学・幼稚）

市耕作放棄地を2012年開発、冬季湛水・無農薬・不耕
起栽培の水稲耕作4年目、約3500平方ｍ（3反5畝）全て
手植えで実施。着替え・飲み物・古靴下（田圃に入るた
め）など持参下さい

千葉県 千葉市 5月 3日
http://balance21.jimdo.com
/

特定非営利活動法人
藤前干潟を守る会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】藤前干潟生き
ものまつり

日時：2015年5月5日（火祝）10:00～15:00
開催場所：藤前活動センター
参加費：無料（観察会は大人200円　小中学生100円　幼
児無料）

藤前干潟で毎年行われているイベントです。「干潟観察
会」「潮だまり観察会」のほか、ミュージカルの上演や和
太鼓の演奏。ライブなどを行っています。干潟観察会、
潮だまり観察会は定員30名です。開催時間などの詳細
は、藤前干潟を守る会のホームページ
（http://fujimae.org/ ）を、ご確認ください。

愛知県 名古屋市 5月 5日 http://fujimae.org/

しなの町自然エネルギー
を考える会

緑の薪

5月5日に行われる「一茶まつり」にブースを出し、無料提
供を受けた原木を薪として軽トラ1杯18000円で売る。そ
の際、軽トラ1杯の売上につき、苗木を一定数（本数は今
後決定）信濃町に植えることを約束する（植樹は来年）。
これによって、薪利用の促進と、「木質バイオマスの燃
料利用→植樹・植林」という意識の向上を図る。

長野県
上水内郡
信濃町

5月 5日

日本野鳥の会東京
 【湿地のグリーンウェイ
ブ参加企画】多摩川河口
探鳥会

日時：5月6日（水・祝）10:00～14:00
開催場所：多摩川河口干潟
参加費：200円（保険代など）
集合：京浜急行大師線小島新田駅　10：00　
持ち物：昼食、飲み物、帽子、観察道具（なくても可）

多摩川河口干潟は、数千～約1万キロにおよぶ長い距
離を渡るシギ・チドリの仲間にとって、休んだり栄養補給
したりするための重要な中継地です。
この場所に、川崎市と大田区をつなぐ羽田連絡道路の
建設計画が持ち上がっています。干潟を横切る形で橋
が架けられる計画のため、さまざまな生きものが暮らす
干潟がつぶれてしまいます。
渡りのピークを迎えるシギ・チドリたちを観察しながら、
地元で活動する人の解説を聞いて、この問題について
考えてみませんか？日差しがだんだんと強くなる時です
ので、日焼け対策と水分の用意もお願いします。

神奈川県 川崎市 5月 6日
http://tokyo-birders.way-
nifty.com/

小室山富士急別荘地自
治会

小室山森の復元

伊東市の小室山北斜面7千坪にあったスギヒノキの林
が倒伏したあとに、本来の森を復元するもの。
伊藤市役所が市の財政で昨年度、山の整備と第１期の
植林をしており、本年度当自治会が地元のボランティア
団体の協力を得て植林するもの。
５月に計画決定、10月に常緑樹４０本、来年２月に落葉
樹６０本を植える。そのご下草の整備をしていく。本来の
森を取り戻すことにより、防風。防火、生物多様性をは
かる。なお沿岸は日本屈指の定置網魚漁場。

静岡県
伊藤市川
奈

5月 7日

学校法人　星名学園　木
津幼稚園

ビオトープの生き物観察
ビオトープ内の生き物を観察して樹木や湖沼が生き物
にとってどれだけの恩恵かを感じる。

石川県 かほく市 5月 7日 http://www.kiss.rcp.ne.jp/

株式会社積水化成品天
理

事業所内での植樹活動 事務所前のプランターに花を植樹する。 奈良県
天理市森
本町670
番地

5月 7日
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カシニワ・フェスタ2015実
行委員会

カシニワ・フェスタ2015

千葉県柏市の７６カ所で実施されている緑地(樹林地、
草地、個人・企業所有の庭)の保全・再生・創出の取組
みを子どもから大人まで沢山の人に知ってもらうことを
主な目的として実施するカシニワ・フェスタ2015のとりま
とめを行っています。

このカシニワ・フェスタとは、柏市で市民団体や個人など
が整備をしている緑地を一斉公開し、自然の大切さや美
しさを一般の方々に体感してもらうイベントです。当日は
植樹、クラフトづくり、自然観察会などを実施します。

千葉県 柏市 5月 8日

富士通エフ・アイ・ピー株
式会社

富士通FIPの森　森林再
生活動『Go Forest!(森へ
行こう！)』

参画している神奈川県森林再生パートナー制度に基づ
き、環境社会貢献活動の一環として下記活動を実施し、
森林再生の重要性を体験する。
・間伐（富士通ＦＩＰの森）
・自然観察（水生生物観察）

神奈川県
足柄上郡
山北町

5月 9日
http://www.fujitsu.com/jp/g
roup/fip/about/environmen
t/forest/

九重ふるさと自然学校
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】タデ原バード
ウォッチング春、初夏

日時：5月9日(土）、6月13日（土）　ともに10:00～12:00
問い合わせ先：0973-73-0001
参加費：大人500円  子ども(小中学生)300円
集合場所：長者原ビジターセンター(大分県玖珠郡九重
町大字田野255-33)

ラムサール条約登録湿地であるタデ原湿原で、高原に
暮らす野鳥たちに会いに行きます。美声を競う鳥たちを
双眼鏡･望遠鏡を通して、手が届くほどの距離(体感)で
観察していただけます。初心者の方でも大丈夫です。

大分県
玖珠郡九
重町

5月 9日
http://www.7midori.org/kok
onoe/index.html

ニッセイ緑の財団
ニッセイ未来を育む森づ
くり～ニッセイ八木山の
森

“ニッセイ八木山の森”は平成６年に植樹を行い、今年で
２２年目を迎えます。
植えた木が成長して混み合ってきたので、林床まで光を
入れて、下草等の成長を促し、豊かな土壌を形成する
為に、抜き切りをする間伐ボランティア活動を、“ニッセイ
八木山の森”で開催します！

福岡県

福岡県飯
塚市八木
山比舎田
国有林内

5月 9日

大分生物談話会
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】大分川上流
域自然調査会

日時：５月10日（日）9:30～12:00　
開催場所：由布市湯布院町　岳本地区・若杉地区
集合：由布市庄内町庄内庁舎駐車場
参加費：無料

参加者は、全体会後地質・森林・植物・動物班に分か
れ、大分川上流域の自然調査を行う。特に調査地域
は、商業・観光地域である岳本地区、及び純農村地域・
若杉地区の大分川源流域である。後日、調査内容の情
報交換を行う。6月は由布市庄内町平石地区の棚田で
実施される「ホタル観察会」に参加。期日等は5月以後
決定（平石自治会に協力開催）

大分県 由布市 5月 10日

土の学校
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】土の学校　田
植え

日時：５月１０日（日）１１時００分～１５時００分
開催場所：千葉県山武市実門
参加費：12,000円、子ども2,000円（小中高校生）　大学
生6,000円（全５回分）（５回分の参加費とお米代（約５
kg）、交流会費、保険料、田んぼの管理費、農具代等を
含みます。）

この企画では土に触れたり、生産現場を見たり、農家の
方たちと交流することが自然と私たちのつながりを考え
る上で大切なことだと実感できます。春から秋まで５回
農業体験と交流をします。毎回ご飯とお味噌汁を作り、
みんなでいただきます。

千葉県 山武市 5月 10日
https://www.facebook.com/
tsuchinogakko

共催－渡良瀬遊水池を
守る利根川流域住民協
議会、日本野鳥の会栃
木、わたらせ未来基金、
ラムサール湿地ネットわ
たらせ

【湿地のグリーンウエー
ブ参加企画】　「渡良瀬
遊水地自然観察会」と
「ヤナギ・セイタカアワダ
チソウ除去作業」

日時：5月10日（日）午前の部 9：00～12：00、午後の部
13:00～15：00
開催場所：渡良瀬遊水地
集合：栃木市藤岡遊水地会館
参加費：無料

ラムサール登録湿地となって4年目の渡良瀬遊水地の
自然観察を、午前中植物、昆虫、野鳥、両生爬虫類グ
ループに分かれて行います。午後は湿地再生地のセイ
タカアワダチソウ、ヤナギ除去作業を行います。

栃木県 栃木市 5月 10日
http://www.watarase-
kyougikai.org/

ゲンジの森実行委員会
ゲンジの森（定例活動
日）

針葉樹の国有人工林であった高野山森林公園内の高
野町有「ゲンジの森」（約８ha)で雑木林を復活させ、たく
さんの生き物がやってくる『未来の子供たちへのプレゼ
ント』となる森づくりをめざしています。（定例活動日：毎
月第２日曜日）

和歌山県 高野町 5月 10日

ＮＰＯ法人里山の風景を
つくる会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】まちに森をつ
くる～里山の風景をつく
る会１５年展

日時：5月15日(金）～5月17日(日）9：30～17：00
開催場所：徳島県立近代美術館ギャラリー
入場無料

吉野川源流の森の木を使い家具や家をつくることで森を
再生し、上流と下流をつなぐ活動を進めてきた会の15年
の歩みを展示紹介します。

徳島県 徳島市 5月 15日
http://www.enjoy-
satoyama.jp/

特定非営利活動法人川
塾

第十堰水辺の教室2015
第2回　干潟ってなぁ
に？

1年間を通して吉野川で遊び、川と人のつながりを体感
する「第十堰水辺の教室」というプログラムの、5月のイ
ベントです。地元の干潟の達人（とくしま自然観察の会）
を講師に招き、住吉干潟で生き物の観察会を行います。

徳島県
吉野川河
口干潟

5月 16日 http://www.kawajyuku.com/
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キリングループ キリン水源の森活動
キリンビール名古屋工場と関係会社の従業員や家族
が、「キリン木曽川水源の森」で地域の方々と一緒に下
草刈り活動を実施する予定です。

岐阜県 八百津町 5月 16日
http://www.kirin.co.jp/csv/
eco/

イピルイピルの会
「平和のシンボル・桜」及
び「希望の木・桜」の植
樹

1.「平和のシンボル・桜」
　東欧のボスニアヘルツェゴビナ（BiH)及びポーランドに
おける桜の植樹と技術指導の実施と国際交流。
　①BiH
    1995年のデイトン合意後の復興のシンボルとして日
本の桜を首都サラエボを中心として全土に植樹と技術
指導を実施すると共に子供スケッチ大会を実施して平和
の尊さを、共に学ぶ。（スケッチ画は日本各地で展示実
施している。）
　②ポーランド
　第二次世界大戦時のマイダネ・旧ゲットー（ユダヤ人
収容　所）に平和のシンブルとして植樹及び維持管理。
2．「希望の木・桜」
　2011年3月の東北震災地特に三陸海岸の市町村に桜
を寄贈して各自治体の担当役場の係と地区の住民と共
に桜を植樹して、技術指導（いじょ管理を含め）の実施
（進行中）。
　今までに実施（進行中も含む）した市町村は、気仙沼
市/三峰公園・宮古市/田老地区・岩手県/岩泉町・野田
村・普代村・田野畑村・宮城県・山田町/船越地区等
3．その他
　在京タイ大使館公邸へ「友情の木・桜」の寄贈と植樹
の実施。
以上

宮城県

気仙沼
市・三峰
公園及び
岩井岬
（地福寺を
中心とし
て）

5月 16日

九重ふるさと自然学校
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】田んぼの生き
ものしらべ春、夏

日時：5月16日（土）、6月27日(土）　ともに13:30～17:00
実施場所：九重ふるさと自然学校中村圃場(大分県玖珠
郡九重町大字田野倉園1498番地)
集合：九重ふるさと自然学校事務所 (大分県玖珠郡九
重町大字田野1624-34)
参加費大人500円  子ども(小中学生)300円
問い合わせ：0973-73-0001

無農薬でビオトープも備えた田んぼで生きものを採取･
観察。たくさんのカエル･オタマジャクシ、ゲンゴロウの仲
間やミズカマキリといった水生昆虫、ドジョウやイモリな
ど、たくさんの生きものたちに出会えます。

大分県
玖珠郡九
重町

5月 16日
http://www.7midori.org/kok
onoe/index.html

ＮＴＴ西日本広島グルー
プ

NTT西日本　みどりいっ
ぱいプロジェクト「ＮＴＴみ
どりの森」除伐作業等の
実施」

広島県緑化センターの指定管理者の指導により除伐・
下刈等を実施

広島県
広島市東
区福田町

5月 16日

神奈川県山岳連盟自然
保護委員会

丹沢（ニノ塔）の森林再
生事業

この事業は、丹沢山塊のニノ塔から南に延びるニノ塔尾
根にある崩壊裸地の植生回復と森林再生に向け、県産
の砂防樹種（ケヤマハンノキ）を植栽、保育するもので
す。丹沢山地は関東大震災の爪痕などなどから山腹の
崩壊地が散在しています。また１９８０年代から尾根の
沿いのブナ枯れが始まり鹿の食害によりスズタケ等の
下層植生が衰退し、土壌の流防等危機的な状況といわ
れています。神奈川県山岳連盟では登山愛好家の立場
で植生の衰退が著しい箇所に植栽を行い丹沢の森林再
生に役立つよう、社会貢献の一つとしてこの事業に2007
年から取り組んでいます。

神奈川県
秦野市丹
沢山塊二
ノ塔山腹

5月 17日
http://www.kanagawa-
gakuren.gr.jp/

国立大学法人宮城教育
大学

グリーンウェイブ活動
2015

東北地方のユネスコスクール、県内教育委員会、連携
協力協定機関にグリーンウェイブへの参加を呼びかけ、
各機関で植樹を行い、生物多様性やその保全の必要性
などについて啓発する。

宮城県

宮城教育
大学内、
各機関等
指定場所

5月 21日

関さんの森を育む会
初夏の関さんの森観察
会

グリーンウェイブ2015参加 初夏の森の観察会
　　～新緑の関さんの森から溜ノ上の森へ～
1992年にリオ・デ・ジャネイロで開かれた地球サミットで、
各国が世界の命ある宝を保全し、持続可能な開発を推
進するために「生物多様性条約」が合意され、2010年に
はこの条約を結んだ国の第10回目の国際会議が名古
屋で開かれました。
生物の多様性とは、①生態系の多様性、②種の多様
性、③遺伝子の多様性を言うそうで、それを保全するこ
とは一見して難しそうですが、要は自然に触れてそれに
親しむことから始まります。
関さんの森は市街地に残された約2haの小さな森です
が、その中には確認されただけでも277種の植物、269
種の昆虫類、27種の鳥類が見られ、いき物の宝庫とも
言えます。
いき物のいのちがみなぎる新緑の季節、森林浴と自然
を楽しみながら、「国連生物多様性の10年　グリーンウェ
イブ2015」事業の一環として行う、初夏の関さんの森の
観察会にどうぞご参加ください。

▽5月21日(木)10時～12時30分(雨天中止)
▽集合:10時/JR新松戸駅改札口
▽参加費：1人200円
▽持ち物など：飲み物、帽子、長そで長ズボン、運動靴
▽事前申込み不要　▽問合せ先 047-343-6022　田中

千葉県
松戸市幸
谷

5月 21日 http://www.seki-mori.com/
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NPO法人子どもの森づく
り推進ネットワーク

JP子どもの森づくり運動
「東北復興グリーンウェ
イブ」

“木を植えて、子どもの心を育む“をテーマに、全国の幼
稚園・保育園を拠点に、幼児期の子どもたちに自然と環
境体験を提供する「JP子どもの森づくり運動」が取り組
む「東日本大震災」被災地の緑の復興支援活動です。
東北の保育園が拾って届けてくれたどんぐりの種を、全
国の幼稚園・保育園の子どもたちが苗木に育て、東北
に戻し、「グリーンウェイブ」の日に被災地に植える活動
です。活動を通じて被災地の子どもたちと全国の子ども
たちは緑（どんぐり）の絆で結ばれ、環境心の種になる
「共に生きる心」を育んでくれます。2014年の「グリーン
ウェイブ」の日に、岩手県山田町において第一回目の植
樹会が開催されました。2015年の「グリーンウェイブ」の
日には、第二回目の植樹会が開催される予定です。
活動は、NPO法人子どもの森づくり推進ネットワークと特
別協賛企業「日本郵政グループ」の協働体制で運営さ
れています。

岩手県 山田町 5月 22日
http://www.kodomono-
mori.net

木津川市
木津川市グリーンウェイ
ブ活動

木津川市内において、グリーンウェイブを啓発するととも
に、希望者に対して、苗木を提供し、植えていただく。

京都府 木津川市 5月 22日

横浜ゴム株式会社　長
野工場

苗木への水遣り、草取り 植樹するための苗木の水遣り、草取りの作業 長野県
下伊那郡
高森町吉
田548

5月 22日

横浜ゴム（株）
YOKOHAMA D-PARC
千年の杜 第4回植樹祭

「YOKOHAMA千年の杜」は、環境GD100「トップレベルの
環境貢献企業になる」のスローガンに基づき、創立100
周年を迎える2017年までに国内外の生産拠点に約50万
本の苗木を植えるプロジェクトです。
2007年11月11日に実施した平塚製造所での植樹を皮
切りに、すでに国内の全生産拠点では第1期の植樹を
行い、現在4～6期の植樹を継続中です。また海外にお
いても中国・タイ・フィリピン･ベトナムなどアジアの生産
拠点や、アメリカやロシアの生産拠点および本社での植
樹を行い、2014年度末までに36.9万本（国内17.2万本、
海外19.7万本）の植樹を完了。目標の74％を達成しまし
た。
2015年度も、約4万本の植樹を計画しており、国内外の
各拠点で継続的に推進していきます。

茨城県
久慈郡大
子町

5月 22日

大槌町立大槌小学校
大槌町「平成の杜」に木
を植えよう

　大槌町では東日本大震災後、「命を守る森の防潮堤
づくり」を進めています。津波被害と津波犠牲者の記憶
を風化させないよう、震災瓦礫を使用してマウンドを形
成し、町民による植樹を実施して４期目となります。
　大槌小学校では、横浜ゴムの皆さんのご協力で、４年
生が植樹及び育樹活動を行っています。昨年度は、宮
脇昭先生をお迎えしての学習会・交流会も開きました。
今年度も大槌町「平成の杜」に植樹をし、環境保全・防
災・命の大切さに関わる学習を展開します。

岩手県

大槌町大
槌浄化セ
ンター敷
地内

5月 22日

LLC \YOKOHAMA
R.P.Z.\""

Green Wave Lipetsk
近隣の小学生を招待し、横浜ゴムの千年の杜活動を紹
介、植樹を実施する。

東京都 新橋 5月 22日

キリングループ
キリン「たっすいがは、い
かん！の森」活動

キリンビールマーケティング高知支社の従業員が、地域
のお客様と一緒に、「キリンたっすいがは、いかん！の
森」で間伐活動を実施する予定です。
（活動実施日は調整中）

高知県 四万十町 5月 23日
http://www.kirin.co.jp/csv/
eco/

東邦ガス株式会社
桜和里山の会　岐阜会
場

岐阜市竹林広場公園を市民のみなさんに利用しやすい
よう竹林整備を活動の中心とし、「できる事を、できる時
に、できる分だけ　おこなってください。」をモットーに男
女、老荘、大人子供など各々の資質や都合にあった活
動を進めています。

岐阜県 岐阜市 5月 23日

さがみシェアリングネイ
チャーの会

初夏のネイチャーゲーム
「木と友だちになろう」をテーマに神奈川県立座間谷戸
山公園の木と親しむネイチャーゲームを実施する。

神奈川県
神奈川県
立座間谷
戸山公園

5月 23日

横浜ゴム(株)　平塚製造
所

YOKOHAMA千年の杜プ
ロジェクト

大槌町での平成の杜植樹
湘南国際村植樹(めぐりの森)
出雲大社いのちの杜植樹
地域への苗木提供、他

神奈川県

神奈川県
横須賀市
湘南国際
村

5月 23日 http://megurinomori.net/

九重ふるさと自然学校

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】トキもすめる
田んぼづくり～春の田植
え～

日時：5月23日(土）　10:00～17:00
実施場所：九重ふるさと自然学校中村圃場(大分県玖珠
郡九重町大字田野倉園1498番地)
集合：九重ふるさと自然学校事務所 (大分県玖珠郡九
重町大字田野1624-34)
参加費：大人(中学生以上)1,500円　　子ども1,000円
問い合わせ：0973-73-0001
温泉を利用する昔ながらの方法で育てた｢湯苗(ゆなえ)｣
と呼ばれる苗を田植え紐で1本1本丁寧に手植えをしま
す。田んぼで泥と遊びながら生きもの観察や地獄見学
も！季節の山菜や地獄で調理した昼食もお楽しみに。

大分県
玖珠郡九
重町

5月 23日
http://www.7midori.org/kok
onoe/index.html

こだまの森林づくりかた
らんかい

有明海岸の森育樹

平成25年3月と平成26年2月に植樹(密植・混植方式）し
た「有明海岸の森」の育樹(下草刈り)を行う。
育樹面積約２２４０㎡
森林ボランティアを募集して実施する。参加予定数は５
０名を予定し、今後あと３回の育樹を行う。(７・８・１０月）
育樹法は、手抜きか手ガマに要る草刈りです。

佐賀県
杵島郡白
石町新明
地区

5月 23日
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凸版印刷株式会社　深
谷工場

深谷バードピア活動

①工場緑地の整備により、野鳥のすみやすい環境づくり
②工場緑地を利用した、社員家族参加の自然観察活動
③NPO法人協力による、森林保全、生物観察、ふれあ
い教育

2015年5月23日（土）予定
深谷工場　野鳥の楽園作り　第７弾
　・活動エリアの間伐
　・倒木利用の丸太サークルの整備
　・(体験)｢生き物調査隊｣～｢明るい森｣｢暗い森｣｢草地｣
などで環境によって生息するいきものの違いを調査す
る。

埼玉県 深谷市 5月 23日

日本文化書道院　玲書
館

森開き　間伐材に書く
メッセージ・街に山が
やってきた　環境書道展

森林の再生と活用の重要性、森林文化と密接にかかわる日
本文化について考える、間伐材に書く書道展を開催します。

現在の書道は、森林や森林文化との関係が薄れている様に
思えます。しかし、そもそも書道用具は筆や紙、硯、墨など自
然由来の森林からの贈り物です。

そこで、森林と深くかかわる里山でのボランティアや森林整備
ボランティア等をすると同時に、森林の中でその重要性を毛
筆で書く活動をしています。

今回は、こうしたこれまでの活動を通し、森林の役割を考え書
作品で伝える “ 森の息吹を体で味わう展覧会 ”　となってい
ます。

以下４点が主な展示の内容です。

①間伐材で作成した板額に直接毛筆で書いた作品を展示し
ます。子供から大人までの作品約５０点が勢揃い。森の魅力、
書の魅力をお伝えします。

②間伐材を活用したスピーカーによる森の音、1000年超え屋
久杉から抽出したアロマオイルによる森の香り、そして書作
品。これらで森林の素晴らしさを体感していただけます。

③1000年越え屋久杉の銘木を活用した書作品、額装書作品
を展示。森林の雄大さをお伝えします。

④森林の重要性をメッセージにした大作作品、約１５点を展示
します。

東京都

世田谷区
三軒茶屋
キャロット
タワー４階
世田谷文
化生活情
報セン
ター

5月 23日 http://www.reishokan.jp/

認定特定非営利活動法
人環境リレーションズ研
究所

「Present Tree in 甲斐」
植樹イベント

国内外24ヶ所で活動する森林再生と地域振興にをつな
ぐプロジェクト「プレゼントツリー」（環境リレーションズ研
究所による運営）の植栽地のひとつ、山梨県甲斐市で植
樹イベントを開催する。
活動の支援企業である読売新聞東京本社が、当地に
「読売の森」を造成するため、本社や関連企業の社員の
参加を募り、地元植生である広葉樹４種を植樹する。
地元の中央森林組合が、植樹指導にあたる。

山梨県
甲斐市上
芦沢

5月 24日

吉野川シンポジウム実
行委員会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】善入寺島見
学ツアー

日時：5月24日(日) 9:00
開催場所：善入寺島
集合場所：川島神社駐車場
参加費：無料

日本一の川中島と言われている善入寺島を、西から東
まで、絶景や洪水跡、知られざる河原などを 車でめぐり
島の歴史と環境を体感しましょう。

徳島県 徳島市 5月 24日 http://kawanogakko.jp/

NTT西日本
NTT西日本　みどりいっ
ぱいプロジェクト「葵プロ
ジェクト葵植栽会」

約１５００年前に起源がある葵祭りを飾る葵は、昔は京
都の賀茂別雷神社（別名：上賀茂神社）境内をはじめ、
近隣の山林や周辺にも、あたりまえに自生していました
が、地球温暖化や自然環境の変化、特に最近では鹿の
食害により減少してきています。NTT西日本グループで
は、平成23年2月24日より「N葵プロジェクト」として、NTT
西日本グループに勤務する社員とそのご家族が葵の里
親となり、職場や自宅において葵の生育をおこない、そ
の育てた葵を株分けして上賀茂神社境内に植栽する活
動をしています。これまで延べ約2050名が里親として活
動しています。

京都府
京都市北
区上賀茂
神社

5月 24日

森の巣くらぶ
カブトムシ隊・クワガタ隊
出初め式

「カブトムシ隊」＝カブトムシのたくさん棲む森を作りなが
ら、その過程で「里山」のしくみを学ぶ。
「クワガタ隊」＝「オオクワガタを信濃町で発見する！」と
いう目標を掲げ、クワガタムシの棲みやすい環境を作り
ながら、昆虫や菌類が森の循環の中で果たす役割を学
ぶ。

この2つの活動の第一歩として、黒姫高原の雑木林にミ
ズナラを5本植林する。

長野県
上水内郡
信濃町

5月 24日

キリングループ キリン水源の森活動
キリンビール神戸工場と関係会社の従業員と家族が、
「キリン観福の森」で下草刈り活動を実施する予定で
す。

兵庫県 三田市 5月 30日
http://www.kirin.co.jp/csv/
eco/
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東邦ガス株式会社 桜和里山の会 三重会場

津市神戸と久居明神町周辺の里山を活動の中心とし
て、
かって全国各地域で愛されてきた里山の存在価値・意
義をみつめ、多様な動植物が生息する里山の保全、そ
のための調査、研究、情報発信を行っています。また、
豊かな里山の自然を教材にした子どもたち及び青少年
の環境学習や人間形成並びに地域社会の豊かな人間
性の創造に寄与することを目指しています。

三重県 津市 5月 30日

沖電気工業株式会社
静岡県伊豆市森林ボラ
ンティア

伊豆市役所との協定により、同市より提供いただいた修
善寺梅林近隣の市有林において、間伐・除伐・下草刈り
を行います。
このフィールドは約40年前に一斉に植林されたあと、放
置されたため木の生育具合がまばらです。
曲がった木、枯れている木などを選木して間伐し、本来
の森林に少しでも近づけるよう活動します。
併せて参加する社員間のコミュニケーションや、子ども
たちが参加した場合は「森を楽しむ」活動も取り入れて
いきます。

静岡県 伊豆市 5月 30日

認定特定非営利活動法
人環境リレーションズ研
究所

「Present Tree in 甲斐」
植樹イベント

国内外24ヶ所で活動する森林再生と地域振興をつなぐ
プロジェクト「プレゼントトツリー」（環境リレーションズ研
究所による運営）の植栽地のひとつ、山梨県甲斐市で植
樹イベントを開催する。
支援先である新生紙パルプ商事株式会社の新入社員
や若手社員を中心に、環境教育やCSR活動体験の場と
して活用する。
地元の中央森林組合が、植樹指導にあたる。

山梨県
甲斐市上
芦沢

5月 30日

川原人会
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】川原ほたる祭
り

日時：５月３０日（土）
開催場所：長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷（川原）　川原
広場一帯
ホタルの群生地で知られる清流石木川の中流域川原
（こうばる）地区で、毎年５月最終土曜日にホタル鑑賞を
兼ねたほたる祭りを開催。祭りでは、美しいホタルの乱
舞を楽しむ他、麦わらでホタルかご作り、餅つき、産地
特産品の販売、焼きそばなどの出店がある。また、賛同
団体の展示や舞台での演奏、歌やトーク等もある。ホタ
ルの見頃は５月中旬から６月上旬で、夜８時前後に多く
乱舞が見られる。同地区は石木ダム建設事業の対象地
で、石木川の自然を守る機運を高めたいと毎年実施し
ている。イベントは１日だけで、他は鑑賞日となる。

長崎県
東彼杵郡
川棚町

5月 30日

株式会社アレフ
【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】田植え体験

日時：5/30（土）　5/31（日）　10:00～15:00（予定）
開催場所：えこりん村　ふゆみずたんぼ
入園料：　大人1,200円　中学生以下無料
問い合わせ：0123-34-7800

28種類のトンボが訪れるえこりん村のふゆみずたんぼ
で、生きものの豊かさを感じながらの田植え体験と、ふ
ゆみずタンゴを踊ろう！を開催します。汚れてもよい服
装でお越しください。詳細はお問い合わせください。

北海道 恵庭市 5月 30日

大妻女子大学・木村ゼミ
第3回千年希望の丘植
樹祭2015

植樹 宮城県 岩沼市 5月 30日
http://greatforestwall.com/i
nformation/p270.html

久地西町ドリーム子ども
会

あじさい植樹
2014年より、子ども会で町内のコミュニティガーデンに、
新入園、新入学、成人祝い等の記念樹（あじさい）を植
樹、管理しています。

神奈川県
川崎市高
津区久地

5月 31日

ＮＰＯ法人中池見ねっと

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】中池見のスゴ
イ！を知る講座　～大地
と水のビミョーな関係～

日時：5月31日（日）10：00～15：30
開催場所：中池見人と自然のふれあいの里　ビジターセ
ンター
参加費：1000円

10万年もの長い時間湿地であり続ける中池見湿地。多
様な生き物を育むその器のナゾを、地形・地質、そして
水の専門家からのレクチャーとフィールドワークを通して
解説いただきます。定員30名　要申込

福井県 敦賀市 5月 31日
http://nakaikeminet.raindro
p.jp/

とくしま自然観察の会＆
徳島子ども劇場

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】めざせ、ラム
サール！！　しおまねき
ラリー２０１５

日時：5月31日（日）10時～12時半
開催場所：吉野川河口・住吉干潟
集合：吉野川河口南堤グランド東詰（徳島市住吉4丁目）
参加費：おとな300円・高校生以下100円　

吉野川河口は生物多様性のホットスポット。吉野川の風
に吹かれながら、シオマネキ、トビハゼ、フトヘナタリ、い
ろんな干潟の生物を観察します。ラムサール条約と吉野
川について、クイズラリーもあるよ。

徳島県 徳島市 5月 31日
http://toku-k-
g.sakura.ne.jp/

富士通株式会社
「復興と協働の森（岩手
県宮古市）」森林再生活
動

環境社会貢献活動の一環として、「Present Tree（認定
NPO法人環境リレーションズ研究所）」と協働し、岩手県
宮古市区界高原にて、森林再生活動を実施。
活動を通じて、地球環境保全、地域社会への貢献の意
義や、生態系（森・川・海のにながり）の理解を深める。

岩手県
宮古市区
界高原

6月 6日

http://www.fujitsu.com/jp/
about/environment/society
/activities/case-
studies/japan/miyako/index
.html

株式会社積水化成品東
部本社事業所

こが里山を守る会 樹木の保全、手入れ 茨城県
茨城県古
河市稲宮

6月 6日
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沖電気工業株式会社
長野県小諸市森林ボラ
ンティア

小諸市役所とは2005年に、長野県が主導する「森林（も
り）の里親事業」に基づく協定を締結し、同市から提供を
受けたフィールドでこれまで10年間、活動してきました。
今般2015年1月に、さらに5年間の協定延長を行い、市
有林において活動します。
今回は一番最初に活動した場所のアダプトサイン周辺
で、下草刈り、間伐、除伐を行います。
活動においては社員間のコミュニケーションや、森を楽
しむ活動、地域とのつながりも視野に入れ、活動してい
きます。

長野県 小諸市 6月 6日

東邦ガス株式会社 桜和里山の会 愛知会場

東山の森、約410haは動植物園を含む東山公園と平和
公園からなる、都市の中に残された貴重な緑の里山で
す。東山の森に棲む多くの生き物とともにあることを大
切にし、東山動植物園とも連携しながら、市民・NPO・企
業・行政の協働による森づくりをおこないます。

愛知県 名古屋市 6月 7日

認定特定非営利活動法
人環境リレーションズ研
究所

「Present Tree in 宮古」
植樹イベント

国内外24ケ所で活動する森林再生と地域振興をつなぐ
プロジェクト「プレゼントツリー」（環境リレーションズ研究
所による運営）の植栽地のひとつ、岩手県宮古市で植樹
イベントを開催する。
活動の支援企業である株式会社そごう・西武が、社員の
参加を募り、地元植生である広葉樹を植樹し、地元協働
者と交流しながら旬の山菜の昼食や間伐材を使った
ワークショップも楽しむ。岩手県森林整備協同組合が植
樹指導にあたり、協定先の宮古市職員も参加する。

岩手県 宮古市 6月 7日

かわごえ里山イニシアチ
ブ

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】生きものを育
み地域を創る“かわわ
シェア田んぼ活動”（田
植え）！

日時：６月７日(日)　10:00～12:00
開催場所：埼玉県川越市吉田204-2
集合：地域交流センターみなみかぜ前　9:30　
参加費：300円（保険・資料）

私たちの田んぼ活動は、“生物多様性を活かした有機
の米つくり”と“田んぼの生きもの調査”を同時に進めま
す。種まきから収穫祭まで約半年多種多様なイベントを
企画、今回は総出で１反の田植えです。

埼玉県 川越市 6月 7日
http://blogs.yahoo.co.jp/jma
sudas

東北電力株式会社（環
境部、新仙台火力発電
所、新仙台火力発電所
建設所）

新仙台火力発電所・建
設所　植樹活動

新仙台火力発電所３号系列建設工事に伴う構内緑地整
備の機会を捉え、七ヶ浜町立汐見小学校の児童の皆さ
んとともに、タブノキやトベラなどの木の苗約７００本を植
樹します。

宮城県

東北電力
株式会社
新仙台火
力発電所
構内

6月 10日
http://www.tohoku-
epco.co.jp/enviro/

NTT西日本東海グルー
プ

ＮＴＴ西日本　みどりいっ
ぱいプロジェクト「東山植
物園花壇づくり」

植物園のオーナー花壇に、ひまわりの苗を植えて翌日
から参加者によるメンテナンス（花柄摘み、草刈り）を実
施する。（水やりは植物園側にて実施）

愛知県
東山植物
園お花畑

6月 13日

公益財団法人オイスカ
西日本研修センター

桜島植林地の草刈り

2007年に九州電力やANAの社員さんと植林活動をしま
した。以降、年に2,3回程度下草刈りや弦切りなどの管
理作業を行っています。このときに植えた木もかなり大
きくなりました。管理作業はこれからも続けていきます。

鹿児島県 鹿児島市 6月 13日

横浜ゴム株式会社　新
城工場・新城南工場

千年の杜

横浜ゴム株式会社新城工場・新城南工場では乗用車等
のタイヤ生産を行なっていますが、事業活動が与える環
境負荷を最小限にするだけでなく、工場の存在自体を環
境に良い影響を与えられるものにしたいと考え、工場周
辺を囲う杜を育む｢YOKOHAMA千年の杜｣活動を展開し
ています。
新城工場内では、地域で採取したドングリ等の70種を超
える樹種を７万５千本以上を育苗し、地域の学校や公共
施設、神社、里山、山林に１６万本苗木提供や植樹指
導、ボランティア参加を行い、地域との絆を深めていま
す。
今回静岡県掛川市が主催する防潮林の植樹にも苗木
の提供と植樹ボランティアも５回目の後援となりますが、
今後も継続して支援していきます。

静岡県 掛川市 6月 13日
http://www.city.kakegawa.s
hizuoka.jp

「よみがえれ長良川」実
行委員会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】長良川河口
堰運用２０年環境観察会

７月４日（土）10：00～15：00
三重県桑名市（長良川・揖斐川）
参加費：1,500円（高校生以下500円）

今年長良川河口堰運用20年となります。船に乗り、河口
堰周辺の川底や川の状態を観察するとともに、長良川と
揖斐川のヨシ原に入り、生きものの様子を比較観察し、
河口堰の影響を調査します。

岐阜県 桑名市 7月 4日 http://dousui.org/

三番瀬のラムサール条
約登録を実現する会

【湿地のグリーンウェイブ
参加企画】シンポジウム
干潟・湿地の重要性と生
物多様性

問い合わせ先：047－372－5559
参加費：300円
場所：船橋駅前ＦＡＣＥ　6階　きららホール

生物多様性保全取り組みへの重要性を多くの県民に理
解してもらうことを主眼にして、地域での具体的な取り組
みの事例を、野田市の「環境に優しい水田つくりと、コウ
ノトリ飼育・放鳥の試みや、三番瀬、江戸川河川敷の湿
地再生の取り組み、盤洲干潟、いすみの環境に配慮し
たお米つくりなどを取り上げるシンポジュウム。

千葉県 船橋市 7月 11日
http://www.ramnet-
j.org/gw
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株式会社　関西メディカ
ルファーマシー

さーみんなで自然に触
れ合おう

社内研修(自由参加)でありますが、年に1～2度、社員で
山登りなどに行っております。
というのも、弊社はベンチャー企業であり多くが若手であ
ります。テクノロジーの発展により自然と向き合うことが
少なく、山も登ったことがないという社員が多くいました。
よって、このような活動を実施しております。

大阪府
大阪市東
成区中本
5-27-28

7月 12日
https://nurse-
happiness.net/


