
 湘南国際村めぐりの森／2015秋 森を育む育樹祭と水脈づくり              2０15/10/03 

 

２０１５年１０月３日（土）、快晴の秋空の下、湘南国

際村めぐりの森（横須賀市）において育樹祭が開催され

ました。植樹後２～３年間は、小さな苗木よりも雑草の

生長が早く日照を遮ってしまうことから、育樹（除草）

作業が必要となります。地盤が固い湘南国際村では、通

常より苗木の生長が遅く、その分、育樹期間も長期を要

する状況です。私達は、「どんぐりブラザーズ」（連携

福祉施設）やボランティアの皆さんと力を合わせ、毎

年、春と秋に、延３０日近くに及ぶ育樹作業を実践し

ていますが、植樹地の拡大により負担も大きくなって

います。 

この夏は猛暑のせいか雑草が繁茂し、ここ２～３年の

間に植樹した苗木は、すっかり覆われてしまいました。

この日、約１４０名が集い、雑草の除去と一部エリア

への補植、そして、今回、初の試みとなる地盤改良の

ための「水脈づくり」を分担して実施しました。 

私達は、NPO 法人 GoodDay、三井住友海上火災保険（株）の皆様と協力して、東側の２０１２年度植樹地の育樹（除草）と苗木１００

本の補植を担当、親しく交流しながら爽やかな汗を流しました。 

今秋、私達は６０５本の苗木を補植する予定ですが、ご一緒頂いた２団体様より下記の通りご支援を賜っています。植樹活動を通じた環

境保全及び苗木の栽培に励む障害者の自立・就労支援にも繋がり、心より感謝申し上げます。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

湘南国際村めぐりの森・育樹祭のご案内 

GoodDay イベント・レポート 

Album GoodDay （2015.10.3） 

Photo Album Chart（2015.10.3） 

 

 

 

協賛企業・団体（敬称略） 

NPO 法人 GoodDay 
 進和学園の苗木４０５本をご購入の上ご寄贈。 

 この日、内５０本を植樹。残りは別途植樹予定。 

三井住友海上火災保険（株） 
  進和学園の苗木２００本をご購入の上ご寄贈。 

  この日、内５０本を植樹。残りは別途植樹予定。 

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/syounanmegurinomori
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/syounanmegurinomori
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/naeginosaibaiitaku
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/ikujyusaitirashi20151003.pdf
http://goodday2u.org/1861/
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/9/2015syounankokusaimuraikujyusai（Ａ３）.pdf


 第10回湘南国際村めぐりの森植樹祭                               2015/05/10 

掲題植樹祭が、２０１５年５月１０日、湘南国際

村めぐりの森（横須賀市）において４００名が集

い開催されました。２０１０年５月の全国植樹祭

（神奈川県）から数えて、春と秋を合わせ１０回

目の節目に当たる植樹イベントです。今回も、「そ

の土地本来の木による本物の森」を再生すべく、

潜在自然植生種の広葉樹２２種類、約２，０００

本の苗木を植樹しました。 

協賛及び資材提供を賜りました企業・団体様のご

支援の下、今回も、進和学園の苗木を多数ご利用

頂きました。ご協力頂いた企業・団体をはじめ関

係の皆様に、厚くお礼申し上げます。 

命の尊さ・生物多様性の大切さを学び、地球環境保全や防災に

も資する「森づくり」は、誰もが参加出来る社会貢献活動と言

えます。 

午後からは、希望者を募り、以前、植樹した場所の育樹（除草）

作業に精を出しました。作業を終えた皆さんの晴れやかな笑顔

が印象的でした。 

進和学園のブースでは、新製品の「湘南みかんぱん」や湘南工

房・トマトジュース等を販売させて頂くと共に、花王様の「み

んなの森づくり活動助成」を得て設営した「ポット苗づくり」

体験コーナーでは、特にお子様連れのご家族に楽しんで頂きま

した。 

 

第 10 回湘南国際村めぐりの森植樹祭・案内チラシ 

 

■主 催：協働参加型めぐりの森づくり推進会議 

■共 催：特定非営利活動法人国際ふるさとの森づくり協会 

■後 援：神奈川県・横須賀市・葉山町 

■協 賛：公益財団法人イオン環境財団、株式会社 AOI Pro、 

     東京海上ミレア少額短期保険株式会社、横浜銀行、 

     特定非営利活動法人グリーンパワーファクトリー 

■資材提供：本田技研工業株式会社（進和学園いのち 

        の森づくり友の会基金よりご協力） 

      株式会社サン・ライフ（進和学園いのち 

        の森づくり友の会基金よりご協力） 

      東京海上ミレア少額短期保険株式会社、 

      三井住友海上火災保険株式会社 

      横浜ゴム株式会社、国際ソロプチミスト 

      横須賀、特定非営利活動法人 響 

 

 

 

 

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/syounanmegurinomori
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/syounanmegurinomori
http://urbangreen.or.jp/ug/blog/category/kao-minnanomori/page/3/
http://urbangreen.or.jp/ug/blog/category/kao-minnanomori/page/3/
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/9/第１０回湘南国際村めぐりの森植樹祭案内チラシ.pdf


 どんぐりブラザーズと植樹大作戦（進和学園＆ＴＶＫ主催）を開催！              2014/11/24 

どんぐりブラザーズと植樹大作戦 あすの地球と子どもたち（神奈川新聞社賞受賞イベント） 

２０１４年１１月２３日（日）、爽やかな秋空の下、湘南国際村めぐりの森（横須賀市）におい

て、特別企画の植樹祭（主催：進和学園＆テレビ神奈川）を開催しました。 

ドングリや木の実から苗木を育て、植樹・育樹活動に励む福祉施設の仲間達「どんぐりブラザー

ズ」とご一緒に、「あすの地球」を守り「子どもたち」の未来を育む「いのちの森づくり」に、

約２５０名が集いました。「どんぐりブラザーズ」が主役を務める植樹祭の実現は、私達にとっ

てこの上もない喜びです。 

 

 

 

 

 

 

「本物の森（自然の森）」の再生を世界各地で実践さ

れている植物生態学者：宮脇昭先生（横浜国立大学名

誉教授）のご指導による「森づくり」は、「人づくり」

にも通ずる貴重な体験となったのではないでしょう

か？進和学園のユニットバンド「とびっきりレインボ

－ズ」の元気溢れる生演奏に乗って、自然と触れ合う

楽しく充実した休日を満喫しました。 

共催者のテレビ神奈川様並びにご協賛・ご後援を頂い

た企業・団体・行政をはじめ多くの皆様に、心より感

謝申し上げます。皆様のご厚意ご期待に沿えるよう、

これからも一同力を合わせチャレンジして参ります。 

 

 

＊「どんぐりブラザーズ」（今回参加の連携福祉施設）： 

  社会福祉法人湘南の凪（えいむ）  社会福祉法人県央福祉会（パステルファーム） 

  ＮＰＯ法人パソボラサークル    社会福祉法人よこすか黎明会（横須賀ヘーメット） 

  社会福祉法人小田原支援センター  社会福祉法人進和学園 

主催：社会福祉法人進和学園／株式会社 テレビ神奈川 

協賛：進和学園いのちの森づくり基金［株式会社ラッシュジャパン、株式会社サン・ライフ、本田技研工業株式会社、株式会社トヤマ、 

    三菱重工業株式会社横浜製作所、日本生命労働組合平塚支部］ 

   横浜銀行、NPO 法人グリーンパワーファクトリー、三井住友海上あいおい生命保険株式会社、NPO 法人 GoodDay 

後援：神奈川県、横須賀市、神奈川新聞社、NPO 法人国際ふるさとの森づくり協会、協働参加型めぐりの森づくり推進会議 

案内チラシ⇒ 「どんぐりブラザーズと植樹大作戦 あすの地球と子どもたち」  

当日の模様が新聞報道されました。⇒ 神奈川新聞「森づくり 福祉施設連携 」（2014.11.24） 

当日の模様を写真中心で収録しました。⇒ Photo Album Chart（2014.11.23) 

 

http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/ドングリブラザーズ植樹大作戦2014案内チラシ.pdf
http://megurinomori.net/
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/naeginosaibaiitaku
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/naeginosaibaiitaku
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E8%84%87%E6%98%AD
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/9/ドングリブラザーズ植樹大作戦2014案内チラシ.pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/9/神奈川新聞・どんぐりＢ植樹祭（20141124）doc.pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/9/どんぐりＢと植樹大作戦チャート（Ａ３）.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三井住友海上（株）様・NPO 法人 GoodDay 様協賛 育樹イベント              2014/11/09 

２０１４年１１月９日（日）、湘南国際村めぐりの森における育樹イベントは、雨天の予報を覆し明るい陽射しに恵まれ、参加された約

４５名の皆様による「森づくり」を通じた貴重な交流の機会となりました。 

同地域では、２０１０年度より「その土地本来の木による本物の森（自然の森）」を再生すべく春と秋に植樹祭を行い、これまで４万本

近くの苗木を植えて来ました。植樹後２～３年間は、小さな苗木よりも雑草の生長が早く日照を遮ってしまうことから、育樹（除草）作

業が必要となります。地盤が固い湘南国際村では、通常より苗木の生長が遅く、育樹期間も長期化しています。私達は、どんぐりブラザ

ーズ（連携福祉施設）及び（株）大川印刷（横浜市）の皆さんと力を合わせ、育樹作業に精を出していますが、植樹地の拡大により負担

も増しています。 

この日は、ＮＰＯ法人ＧｏｏｄＤａｙ様並びに三井住友

海上火災保険（株）様が、ご購入の上ご寄贈下さった進

和学園栽培の苗木３００本を補植した後、雑草の除去作

業に取り組みました。苗木の移動、剣スコップでの穴掘

り、植込み、除草作業・・・と皆で分担・協力して爽や

かな汗を流しました。 

苗木提供にご協賛頂いたＮＰＯ法人ＧｏｏｄＤａｙ様並

びに三井住友海上火災保険（株）様、そして、ご参加頂

いた皆様のお陰で素晴らしいイベントとなりました。心

より感謝申し上げます。 

 

 

＜湘南国際村育樹イベント＞ 

 主な参加団体：NPO 法人 GoodDay、三井住友海上火災保険（株）、MSK 保険センター（株）、 

        くくのちのモリプロジェクト、神奈川県政策局地域政策課、社会福祉法人湘南の凪、 

        社会福祉法人進和学園＆（株）研進 

 

 

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/syounanmegurinomori
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/naeginosaibaiitaku
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/naeginosaibaiitaku


 スケジュール：１０：００～ 開会式／育樹＆補植の説明 

        １０：３０～ ①補植作業：２年前に植樹したエリアに苗木３００本（下記参照）を植樹。 

                （活着率９０％程度の現状を踏まえ、今シーズン補植作業を実施） 

               ②除草作業：３～４年前の植樹地の雑草の除去作業を実施。 

        １２：００  記念撮影 解散 

                協賛企業・団体（敬称略） 

 NPO 法人 GoodDay 
 進和学園の苗木 574 本をご購入の上ご寄贈。 

 この日は、内 100 本を植樹。残りは随時植樹予定。 

 三井住友海上火災保険（株）  進和学園の苗木 200 本をご購入の上ご寄贈。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ｂ＆Ｇ葉山海洋クラブ主催「豊かな海を育む森づくり」                     2014/10/11 

２０１４年１０月１１日、Ｂ＆Ｇ葉山海洋クラブ様主催の「豊かな海を育む森づくり植

樹祭」が、湘南国際村めぐりの森の「森と畑の学校」において開催されました。 

川を通して山と海は繋がっています。川によって運ばれる森の栄養のお陰で多くの海洋

生物が生息します。Ｂ＆Ｇ財団様では、「海を守る植樹教育事業」を展開され、研進・

進和学園も植樹リーダーの養成研修を中心に協力させて頂いています。 

相模湾を望む葉山地区で活動されるＢ＆Ｇ葉山海洋クラブ様並びにＮＰＯ法人オーシャ

ンファミリー海洋自然体験センター様はじめ関係の皆様のご理解の下、今回の植樹祭で

は進和学園いのちの森づくり基金を活用して、進和学園が栽培した１９種類２８２本の

広葉樹の苗木を植樹頂きました。 

 

 

 

「豊かな海を育む森づくり」植樹祭（案内チラシ） 

 

 

 

http://www.bgf.or.jp/center/1331.html
http://blog.canpan.info/bgdonguri/archive/230
http://oceanfamily.jp/
http://oceanfamily.jp/
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/tomonokai
http://oceanfamily.jp/josei/bg2014_2.pdf


 湘南国際村での補植活動／朝日新聞「地球教室」苗木の里親制度&東北植樹リレー    2014/09/30 

朝日新聞社「地球教室」において、全国の小中学生にプレゼントされた進和学園の苗木

（1 年生苗約 10cm）は、家庭や学校で育てて頂き、樹高が３０ｃｍ以上になったら植

えて頂くようにお願いしています。「自宅の庭に植えました！・・」といった嬉しいお

便りも届いていますが、植える場所に困った場合は、進和学園へ送り返して頂く「苗木

の里親制度＆東北復興植樹リレー」を導入しています。 

既に、国道１３４号線千石河岸側道に植樹した苗木２本は順調に成長していますが、２

０１３年度から「湘南国際村めぐりの森」も里帰りの植樹地として認めて頂き、湘南国

際村の１４７本と合わせて合計１４９本の里帰り苗木を植えることが出来ました。更に、

同数の１４９本は、進和学園が栽培している東北産の苗木にバトン・タッチを行い、下

記の通り東北被災地への植樹リレーが実現しています。 

朝日新聞「地球教室」苗木の里親制度＆東北植樹リレー（２０１４年９月末現在） 

①進和学園へ里帰りした苗木：１４９本 

②上記①の苗木の内、植樹を行った苗木本数：１４９本（湘南国際村１４７本、その他２本） 

③上記②の苗木本数の内、東北産の苗木に植樹リレーを行い、東北地方における植樹が実現した苗木本数：１４９本 

  ⇒ ２０１４年９月３日、宮城県岩沼市・千年希望の丘補植において公益財団法人「瓦礫を活かす森の長城プロジェクト」に提供し 

    た苗木５１５本の内の３９本が本企画に該当。  

  ⇒ ２０１４年５月３１日、宮城県岩沼市・千年希望の丘植樹祭にてシラカシ・スダジイの苗木合計１１０本を「いのちを守る森の 

    防潮堤」推進東北協議会を通じて寄贈し植樹。 

■２０１４年秋シーズン 

・日程：２０１４年９月１９日（金）（写真右上：湘南の凪の皆様と協力して植樹） 

・本数：高中低木１００本（内、朝日新聞「地球教室」の里帰り苗木１３本を植樹） 

・備考：既に植樹した地区に進和学園「いのちの森づくり基金」を活用して植樹しました。事務局のご了解を得て、同地区の補植の一環 

    として対応しました。 

■２０１４年春シーズン 

・日程：①２０１４年３月２８日（金） 

    （写真：湘南の凪＆大川印刷の皆様と協力して植樹） 

    ②２０１４年５月２３日（金） 

・本数：①高中低木３６０本（内、朝日新聞「地球教室」の 

     里帰り苗木３９本を補植） 

    ②高中低木１０５本（内、朝日新聞「地球教室」の 

     里帰り苗木５本を補植） 

・備考：既に植樹した地区に進和学園「いのちの森づくり基 

    金」を活用して上記の苗木を植樹しました。 

    ①の内、３００本は、（株）サンライフ様からのご寄附を活用させて頂きました。 

 

■２０１３年秋シーズン 

・日程：２０１３年１１月２６日（火） 

・本数：高中低木３１本 

・備考：既に植樹した地区のメンテナンス作業として 

    育樹（除草）を行うタイミングに合わせて植 

    樹実施。 

 

http://www.asahi.com/ad/clients/chikyu/
http://www.asahi.com/ad/clients/chikyu/
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/asahisinnbunntikyuukyousitu2012.pdf#search='%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A4%BE+%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%95%99%E5%AE%A4'
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/8/asahisinnbunntikyuukyousitu2012.pdf#search='%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A4%BE+%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%95%99%E5%AE%A4'
http://www.sunlife.jp/


■２０１３年春シーズン       

・日程：２０１３年４月１９日（金）、２６日（金）、５月４日（土） 

・本数：高中低木５９本 （全て朝日新聞「地球教室」の里帰り苗木） 

・備考：同上 

⇒朝日新聞「地球教室」苗 木の里親制度＆東北植樹リレー   

＊＊東北植樹リレー＊＊ 

湘南国際村に無事植樹した苗木は、現在、進和学園にて栽培している東北産のドングリや木の実か

ら育てている苗木にバトンリレーを行い、東北の被災地に植えて東北復興の森づくりに繋げて参り

ます！ 

２０１４年度を予定していますが、実現に向けて一同張り切っています！ 

 

 第９回湘南国際村めぐりの森植樹祭                                    2014/05/06 

掲題植樹祭が、２０１４年５月６日、湘南国際村めぐりの

森（横須賀市）において６００名以上が集い開催されまし

た。今回も、宮脇 昭先生（横浜国大名誉教授）のご指導

により、「その土地本来の木による本物の森」を再生しよ

うと、広葉樹２２種類・３，０００本の苗木を植樹しまし

た。 

その内、（株）サン・ライフ様と三井住友海上火災保険（株）

様のご協賛を得て、進和学園の苗木１，５６３本をご利用

頂きました。両社の皆様をはじめ、本植樹祭に当たり多く

の方々にご支援ご指導を賜りましたこと、心より感謝申し

上げます。 

 

「色々な種類を混ぜて植えることで多様性に富み環境や防災にも資する 

自然の森が出来ること、人間社会も同じで個性を認め合い、お互いに少し 

我慢して共に生きること！これが生物社会の掟！」という宮脇先生のメッ 

セージに触発され、参加者全員で力を合わせ、大地に命を植える快感を共 

有しました。 

午後からは、希望者を募り２グループに分かれて、以前、植樹した場所の 

育樹（除草）作業に精を出しました。冷たい北風が吹き抜け大変でしたが、 

作業を終えた皆さんの晴れやかな笑顔が印象的でした。 

協 賛 企 業・ 団 体 （敬称略） 

（株）サン・ライフ 
 進和学園「いのちの森づくり基金」へのご寄附を 

 通じて 1,313 本の苗木ご提供。 

三井住友海上火災保険（株）  進和学園の苗木 250 本をご購入の上ご寄贈。 

パンフレット・第 9 回湘南国際村めぐりの森植樹祭  Photo Album Chart（2014.5.6） 

追記：植樹祭終了後、「たまもりクラブ」様が、進和学園栽培の苗木１０本をご購入の上、補植をして下さいました。有難うございます！ 

 

 

 

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/9/朝日新聞「地球教室」苗木の里親制度（2013%2004）.pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/syounanmegurinomori
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/syounanmegurinomori
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E8%84%87%E6%98%AD
http://www.sunlife.jp/
http://www.ms-ins.com/
http://www.ms-ins.com/
http://megurinomori.net/assets/files/groups/001/megurinomori_no9_s.pdf
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/第９回湘南国際村めぐりの森植樹祭チャート（Ａ３）.pdf


 第８回湘南国際村めぐりの森植樹祭                               2013/11/10 

掲題植樹祭が、２０１３年１１月１０日、湘南国際村めぐりの森（横須賀市）において約４５０名が集い開催されました。今回も、宮脇 

昭先生（横浜国大名誉教授）のご指導により、その土地本来の木による本物の森を再生しようと、広葉樹２２種類・２，０００本の苗木

を植樹しました。 

歌舞伎俳優の市川海老蔵さんも参加され、開会セレモニーで「シラカシ、シラカシ・・・」と連呼し会場は大いに盛り上がり、参加者全

員が力を合わせ、大地に命を植える快感を共有！ 

植樹後のお楽しみタイムでは、地元の美味しい 

食材で腹ごしらえしながらライブ演奏を楽しみ 

ました。 

荒天の予報でしたが、大川哲郎様（大川印刷社 

長）率いる社会貢献バンド「Ｏ’ｚオーズ」と進 

和学園「とびっきりレインボーズ」の奏でるサ 

ウンドと元気な歌声が雨雲を寄せ付けず、楽し 

く素晴らしい植樹イベントとなりました。 

今回は、下記企業・団体のご支援を得て、進和 

学園の苗木１，７７５本の植樹が実現しました。 

また、福祉施設自主製品の展示販売も行い、大 

勢の皆様と交流することが出来ました。温かい 

ご支援を頂きました皆様に心より感謝申し上げます。 

協 賛 企 業・団 体 （敬称略） 

 NPO 法人 GoodDay 
①フィアットクライスラージャパンの協賛を得て、進和学園の苗木 700 本をご購入の上ご寄贈。 

②＋１Tree プロジェクト より進和学園の苗木 150 本をご購入の上ご寄贈。 

（株）サン・ライフ 
進和学園「いのちの森づくり基金」へのご寄附を通じて 350 本の苗木ご提供。 

（株）サン・ライフ様 News Release（2013.11.26） 

高千穂のホームサービス促進会 進和学園「いのちの森づくり基金」へのご寄附を通じて 300 本の苗木ご提供。  

三井住友海上火災保険（株） 進和学園の苗木 200 本をご購入の上ご寄贈。 

（株）大川印刷 進和学園の苗木 75 本をご購入の上ご寄贈。 

第 8 回湘南国際村めぐりの森植樹祭（PDF：案内チラシ）   Photo Album Chart（2013.11.10） 

NPO 法人地球の緑を守る会 レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/syounanmegurinomori
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E8%84%87%E6%98%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E8%84%87%E6%98%AD
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/9/(株）サン・ライフNews%20Release%2020131126.pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/9/20131111145227.pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/img/uploads/9/第８回湘南国際村めぐりの森植樹祭チャート（Ａ３）.pdf
http://midori.mond.jp/siryo/report-megurinomori-8.pdf


 湘南国際村めぐりの森・育樹作業                                     ２013/11/09 

樹高 30～50cm の 2～3 年生苗は、成長期で活着

率が高く、苗木の価格も安いことから植樹活動に

最適です。但し、３年間程は雑草の被圧に影響さ

れ易いので育樹（要するに草むしりです）が必要

となります。苗木が雑草に負けない位に成長する

と、「その土地本来の木」であれば自然淘汰に委

ねメンテナンス不要となります。 

 

私達が、毎年、春と秋に植樹活動に参加している湘南国際村めぐりの森の育樹（除草）を、６～７月並びに１０～１１月に実施していま

す。研進＆進和学園の他、湘南国際村に近い「湘南の凪」、「ラビー（ラパン）」の皆様と協働体制で作業に励んでいます。進和学園「い

のちの森づくり基金」を活用して、障害者の自立・就労支援の一環として継続的に行っているものです。 

２０１３年度からは、（株）大川印刷の社員の皆様も社会貢献・環境保全活動として参加して下さり、お互いに親しく交流を図りながら、

力を合わせて和気藹々と楽しく充実した作業となっています。 

 

 

 

 

 

 

写真左：2013 年 10 月 15 日 台風が接近する中、（株）大川印刷の社員の皆様とご一緒に！雨にも負けず、風にも負けず見事に仕上 

    げてガッツポーズ！ 

写真右：2012 年 7 月 24 日 進和学園・湘南の凪・ラビー（ラパン）・研進の育樹仲間と・・作業を終えて、皆、良い笑顔をしていま 

    すね！ 

 

 第 7回湘南国際村めぐりの森植樹祭                                    2013/05/06 

掲題植樹祭が、２０１３年５月６日、五月晴れの湘南国際村めぐりの森（横須賀市）に、

約６００名の皆様が集い開催されました。今回も、宮脇 昭先生（横浜国立大学名誉教

授）のご指導により、その土地本来の木による本物の森を再生しようと、広葉樹２２種

類／３，０００本を植樹しました。自然と触れ合い大地に命を植える体験は、私達が忘

れかけている大切なものを呼び起こしてくれたのではないでしょうか？ 

下記企業・団体の皆様のご支援を得て、進和学園の苗木２，４８０本を植えることが出

来ました。また、ブースでは、「いのちの森づくり」プロジェクトの紹介、並びにパン、

クッキー、森づくりグッズ等の福祉施設自主製品を販売させて頂きました。 

ゴールデンウイークを締め括るイベントに、明るい笑顔が弾け、交流の輪が拡がりまし

た。 

＜協賛企業・団体（敬称略）＞ 

 ・（株）サン・ライフ：進和学園「いのちの森づくり基金」へのご寄附を通じて 1,580 本の 

            苗木をご提供。 

 ・湘南国際村めぐりの森づくり部会：進和学園の苗木 700 本をご購入頂きご寄贈。 

 ・三井住友海上火災保険（株）：進和学園の苗木 200 本をご購入頂きご寄贈。 

       

http://www.shounan-nagi.or.jp/pc/index.html
http://mindone.xsrv.jp/6188-labby.com/?page_id=6
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/tomonokai
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/tomonokai
http://www.ohkawa-inc.co.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E8%84%87%E6%98%AD
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/inochi_no_morizukuri


（株）サン・ライフ様 News Release 

第７回湘南国際村めぐりの森植樹祭パンフレット 

GoodDay フォト・ギャラリーNO.1 

GoodDay フォト・ギャラリーNO.2 

NPO 法人地球の緑を守る会 レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 湘南国際村・草地環境保全活動に参加！                      2013/02/21 

２０１３年２月２１日、今年も、研進のコーデ

ィネートのもと、湘南国際村「協働参加型めぐ

りの森づくり推進会議」所属の「自然ふれあい

楽校」グループ主催の草刈り作業に参加しまし

た。灌木が混じるススキ草地の環境保全を目指

す取り組みで、刈り取ったカヤは、チップ化し

て有効活用されます。 

「自然ふれあい楽校」の皆様のご指導を得て、進和学園と社会福祉法人湘南の凪のメンバーが連携して楽しく作業を行いました。快晴の

青空に、残雪の白いまだら模様が美しく映える景色に魅せられながら、爽やかな汗を流しました。 

今回も、進和学園「いのちの森づくり基金」を活用して、参加された障害をお持ちの方々の工賃に還元させて頂きます。 

 

 第 6回湘南国際村めぐりの森植樹祭                                    2012/11/22 

湘南国際村（神奈川県横須賀市）における植樹祭は、今秋で第６回を数えます。２０１２年

１１月１０日、約３００名が「めぐりの森」に集い、宮脇昭先生（横浜国大名誉教授）の情

熱溢れるご指導に耳を傾けました。 

その土地本来の樹種である広葉樹２，０００本の苗木を植えましたが、その内、（株）サン・

ライフ様（平塚市）からの進和学園「いのちの森づくり基金」へのご寄附を活用して５１７

本、NPO 法人 GoodDay 様にご購入頂いた苗木１７３本、合わせて進和学園栽培の苗木６

９０本をご利用頂きました。 

快晴の爽やかな秋空の下、大地に命を植える快感に、参加された皆さんの笑顔が弾けました。 

 

 

  

 

 

ＧｏｏｄＤａｙフォトギャラリー（2012.11.10） 

http://www.sunlife.jp/ir/press/pdf/20130509.pdf
http://www.goodday2u.org/assets/files/syokujyusai_07.pdf
https://picasaweb.google.com/goodday.album/201356_Saori
https://picasaweb.google.com/goodday.album/201356Aracamera
http://midori.mond.jp/siryo/report-megurinomori.pdf
http://www.shinwa-gakuen.or.jp/works/inochi_no_morizukuri/tomonokai
http://www.sunlife.jp/
http://www.sunlife.jp/
http://www.goodday2u.org/
https://picasaweb.google.com/goodday.album/201211106


 

 

 

 

 

 

 

 第５回湘南国際村めぐりの森植樹祭                                    2012/05/14 

２０１２年５月３日に予定されていた第５回湘南国際村

めぐりの森植樹祭は、大雨のため急遽中止となりました

が、植樹される予定であった苗木は、５月１３日（日）

に無事植えることが出来ました。日程が変更されたもの

の、２２世紀に引き継ぐ都市近郊の森づくりに大勢が集

い、３，０００本の広葉樹の苗木を植樹しました。内、

１，９８０本の苗木は、進和学園「いのちの森づくり基

金」への（株）サン・ライフ様（平塚市）のご寄附を活

用して寄贈させて頂きました。 

毎年、春と秋に行われる本植樹祭は、進和学園のメンバーにとっても就労・自立に向けた活動として貴重な機会です。私達は、今回も植

樹祭の事前準備作業から参加させて頂きました。主催者の協働参加型めぐりの森づくり推進会議、NPO 国際ふるさとの森づくり協会、

下記企業の皆様をはじめ関係各位のご理解ご支援に厚く御礼申し上げます。 

 協力企業様 （敬称略）  本植樹祭におけるご支援内容 

（株）サン・ライフ 
進和学園「いのちの森づくり基金」への同社ご寄付に基づき、 

苗木１，９８０本を提供。 

 横浜ゴム（株） 
進和学園がご寄贈を受け栽培を引き継いだシラカシ、タブノキ 

の苗木：合計３２０本を植樹。 

 

  

 

   

 

             奥に見える土壌が今回の植樹地         植樹準備作業に参加（５月２日） 

５月２日、進和学園「どんぐりグループ」と逗子の福祉施設「湘南の凪」のメンバーは、今回の植樹祭の準備作業に参加しました。マル

チング材（稲わら）の配置作業を皆で力を合わせ実施、その後、昨年秋に植樹した場所の育樹（除草）作業に精を出しました。 

 

      （株）サン・ライフ様のご支援に感謝！ 

冠婚葬祭・福祉・文化関連事業を展開されている株式会社サン・ライ

フ様（本社：神奈川県平塚市）には、進和学園「いのちの森づくり基

金」にこれまで累計３４０万円をご寄附賜っています。苗木に換算す

ると８，５００本に及び、今回の湘南国際村での植樹１，９８０本を

含め既に５ヶ所合計５，９８０本の植樹を実現することが出来ました。 

サン・ライフ様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。 

 



 湘南国際村めぐりの森・ススキ草地保全活動                             2012/01/26 

２０１２年１～３月、湘南国際村「協働参加型め

ぐりの森づくり推進会議」所属の「自然ふれあい

楽校」グループ主催の草刈り作業に参加していま

す。灌木が混じるススキ草地の環境保全のため、

定期的に草刈りを行うもので、刈り取ったカヤは、

茅葺屋根にも利用されます。 

研進・進和学園の他、社会福祉法人湘南の凪、及

び（株）ラビー（障害者就労移行支援事業者）の皆さんもご一緒に参加しています。 

「自然ふれあい楽校」の皆様のご指導の下、作業に精を出すと寒さもどこえやら・・、 

皆様と交流を深めながら楽しい日中作業となっています。本作業は、何回か予定されて 

いますが、「いのちの森づくり基金」を活用して、メンバーの工賃に還元させて頂く貴重 

な機会といえます。 

 

  写真上：２０１２年１月１９日・第２回目の作業の様子 

  写真右：２０１２年１月２６日・第３回目の作業の様子 

 

 植樹後１ヶ月後の状況を視察！                                       2011/12/08 

２０１１年１２月８日、第４回湘南国際村めぐ

りの森植樹祭において植樹した場所を１ヶ月

ぶりに訪れました。１１月６日に、宮脇昭先生

（横浜国立大学名誉教授）のご指導の下、約３

６０人が集い３，０００本の苗木を植樹した場

所です。その内、１，１３０本が、進和学園に

て栽培した苗木をご利用頂きました。 

この日は、午前中、社会福祉法人「湘南の凪」の皆さんとご一緒に２年前に植樹した場所（住宅地に近い別の場所）の育樹（除草）作業

を行いましたが、午後から雨が降り出したので作業は昼までとし、せっかくの機会ですので、研進のスタッフが今秋の植樹地を確認する

ことに・・・、写真でお分かりのように、苗木達は皆元気に根付いています。植樹後、２～３年間は、雑草の影響を受けるため育樹（除

草）作業が必要となります。来年の６～７月には、この地の育樹（除草）も計画に組み入れたいと思います。 

 

 「湘南の凪」の皆様との連携による育樹作業                               2011/12/08 

今般、進和学園が推進する「いのちの森づくり」

プロジェクトの一環として、社会福祉法人「湘南

の凪」の皆様との連携取り組みがスタートしまし

た。湘南国際村めぐりの森の植樹地（進和学園栽

培の苗木を多数植樹）のメンテナンスに必要な除

草作業を、ご一緒に行うこととなりました。 

２０１１年９月１５日と１６日の両日と１２月８

日、進和学園メンバーと湘南の凪の皆様が、交流     写真：９月１５日の共同作業（残暑の中、皆で頑張りました！） 

しながら力を合わせて雑草取りに精を出しました。 

湘南の凪の皆様は、湘南国際村に程近い逗子市を拠点とされており、私達にとって頼もしく力強いパートナーが誕生しました。今シーズ

ンの共同作業は３回でしたが、来シーズンは、スケジュールを調整して双方のメリットに繋がる協力関係を育んで参りたいと思います。 

 



 湘南国際村めぐりの森 ～ 秋のイベントから ～                           2011/11/07 

■第４回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

湘南国際村（神奈川県横須賀市）における植樹祭

は、今秋で第４回を数えます。２０１１年１１月

６日、約３６０名が「めぐりの森」に集い、宮脇

昭先生（横浜国立大学名誉教授）の情熱溢れるご

指導に耳を傾けました。天候が心配されましたが、

皆の想いが通じたのか？植樹イベント中は、用意

した雨合羽も必要ありませんでした。 

その土地本来の樹種である広葉樹３，０００本の苗木を植えましたが、その内、 

１，１３０本は進和学園の苗木をご利用頂きました。今回は、（株）サン・ライフ様はじめ、ご支援者による進和学園「いのちの森づく

り基金」へのご寄附及び横浜ゴム（株）様よりご寄贈を受け、私達が栽培を引き継いだ苗木を活用させて頂きました。 

 企業・団体様（敬称略） 本植樹祭におけるご支援内容  

（株）サン・ライフ  進和学園「いのちの森づくり基金」への同社ご寄付に基づき苗木５５０本をご提供。 

 横浜ゴム（株） 
 進和学園がご寄贈を受け栽培を引き継いだアラカシ、シラカシ、スダジイ、タブノキ 

の苗木：合計１５０本を植樹。 

私達は、植樹祭の事前準備作業から参加すると共に、植樹祭当日は、進和学園のブースを設営し、活動紹介及び模擬店も実施させて頂き、

大勢の皆様と交流することが出来ました。 

Photo Album Chart (2011.11.6)    湘南国際村めぐりの森     植樹祭案内チラシ 

■大きなタブノキの下で小さな音楽会 

協働参加型めぐりの森づくり推進会議の一員である「自然ふれあい楽校」主催の「オータムフェ

ア２０１１」の一環として、１１月３日に素敵な音楽会が開催されました。午前中、森の下草刈

りに励んだ私達も、お仲間に入れて頂きました。 

樹齢４００年といわれるタブノキの巨木の下で、尺八演奏：渡辺淳さん、リコーダ－演奏：リコ

ーダーアンサンブル風の皆さんが奏でる美しい調べが、爽やかな秋の空気に溶け合い、鳥のさえ

ずりが加わる・・・うっとりと時の経過を忘れてしまうような幸せな一時を共有しました。 

音楽会の模様(2011.11.3） 

 

 「Present Tree for 湘南国際村めぐりの森」に参加！                       2011/09/18 

２０１１年９月１７日、湘南国際村めぐりの

森において、協働参加型めぐりの森づくり推

進会議主催の植樹体験イベント「Present 

Tree」が開催されました。NPO 法人環境リ

レーションズ研究所及び NPO 法人国際ふる

さとの森づくり協会（レナフォ）が共催し、

３，０００本の広葉樹の苗木が植樹されました。その内、１，６００本は、進和 

学園が栽培した苗木で、３６０本（シラカシ）については、横浜ゴム（株）様より 

ご寄贈を受け進和学園が栽培を引き継いだ苗木が植えられました。 

進和学園と研進は、植樹イベントの準備作業から参加しましたが、今回も多くの皆 

http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/no4syounannkokusaimutasyokujyusai(2011.11).pdf
http://megurinomori.net/callfor/001/127.html
http://megurinomori.net/assets/files/groups/001/2011116.pdf
http://megurinomori.net/blog/002/136.html


様のご厚意ご支援により、貴重な作業と苗木の販売が実現しました。厳しい残暑の中で奮闘し、働き甲斐と達成感に満ちた仕事を行うこ

とが出来ました。 

＊ イベントの詳細は、こちらをご覧下さい。⇒ 湘南国際村めぐりの森 

 「第３回湘南国際村めぐりの森植樹祭」に参加しました！               2011/05/01 

２０１１年５月１日、第３回目の「湘南国際村めぐりの

森植樹祭」（神奈川県横須賀市）が開催されました。宮

脇昭先生（横浜国大名誉教授）のご指導による植樹活動

の一環ですが、今般の大震災における被災地への義援金

募金も行われ、大勢の方々が参加・協力されました。 

災害にも強い「いのちの森づくり」を目指し、その土地

本来の樹種である広葉樹２２種類、６，２００本の苗木

が植えられましたが、その半数は進和学園の苗木をご利

用頂きました。主催者の「協働参加型めぐりの森づくり

推進会議」及び「国際ふるさとの森づくり協会（ReNaFo）」の皆様、並びに三菱商事様はじめ協賛各社様に心より感謝申し上げます。 

私達は 植樹祭の準備作業（4/29、30）から参加すると共に、植樹祭当日は、進和学園の活動を紹介するブースに模擬店と合わせ義援

金募金も実施させて頂きました。また、次の企業様には、今回、下記の通りご支援を賜りました。重ねてお礼申し上げます。  

企業・団体様     

（敬称略）       
本植樹祭におけるご支援内容 

（株）サン・ライフ 進和学園「いのちの森づくり基金」への同社ご寄付に基づき苗木５００本をご提供。 

横浜ゴム（株） 進和学園がご寄贈を受け栽培を引き継いだアラカシ、シラカシの苗木を４００本植樹。 

Photo Album Chart (2011.5.1) 

 湘南国際村での草刈り作業に参加しました！                              2011/02/20 

２０１１年２月１０日と１６日、湘南国際村「協働参加

型めぐりの森づくり推進会議」に属する「自然ふれあい

楽校」グループ主催の草刈り作業に参加しました。灌木

が混じるススキ草地の環境保全のため、定期的に草刈り

を行いチップ化して土に返す作業です。 

刈り払い機、シュレッダー、チェンソー等の機械を使用

するため、グループの皆様のご指導の下、安全には十分 注意しながら私達も刈り取った草の運

搬作業を中心にお手伝い！・・、少しでもお役に立てれ ば幸いです。両日共、好天に恵まれ、

皆様との交流も図りながら充実した日中作業を経験しました。本作業は、「いのちの森づくり基金」を活用して、メンバーの工賃に還元

させて頂くこととしました。 

 

 湘南国際村で「音楽」と「森づくり」のコラボが実現！                2010/11/15 

■OTODAMA FOREST STUDIO 2010（2010 年 10 月 17 日） 

湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市）の広場に１万人近くが集い、掲題コンサートが開催 

されました。小田和正、キマグレン、THE BOOM、スターダスト・レビュー他、豪華出演者を 

迎え、大いに盛り上がりました。 

本イベントの売上げの一部は、「めぐりの森」の森林再生活動に寄付され、進和学園栽培の苗木 

もご利用頂くこととなりました。私達も、音霊 OTODAMA 様と NPO 法人 GoodDay 様と連携し 

て、「いのちの森づくり」の展示やポット苗づくり体験ブースを設営、大勢の皆様と交流するこ 

http://megurinomori.net/callfor/001/120.html
http://www.kenshin-c.co.jp/img/uploads/9/no3syounannkokusaimutasyokujyusai(2011.05.01).pdf


とが出来ました。音楽を通じて、環境や福祉との接点にも繋がる素晴らしい機会となりました。 

  OTODAMA FOREST STUDIO 

 

■第２回湘南国際村めぐりの森植樹祭（2010 年 11 月 13 日） 

さわやかな秋空の下、湘南国際村めぐりの森に約５５０人が集い、５月に続いて２回目の 

植樹祭が開催されました。宮脇昭先生（横浜国大名誉教授）のご指導の下、全員で「タブ 

ノキ、タブノキ、タブノキ！」と連呼し気勢を上げ、１６班に分かれての植樹です。植え 

られた広葉樹６，０００本の内、進和学園から嫁いだ苗木は、３，２３０本。過去、最多 

の出荷本数であり、私達一同にとっても意義深い植樹祭でした。 

主催者の「協働参加型めぐりの森づくり推進会議」及びＮＰＯ法人国際ふるさとの森づくり協会の皆様、そして、（株）フェリシモ、 

ｴｷｽﾊﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟﾎ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）、（株）音遊他の協賛各社様に厚くお礼申し上げます。また、次の企業・団体様には、今回、下記の 

通り進和学園をご支援賜りました。重ねて感謝申し上げます。 

業・団体様 

（五十音順：敬称略） 
本植樹祭におけるご支援内容 

 OTODAMA FOREST STUDIO 

NPO 法人 GoodDay 
苗木１，２５０本をご購入頂きご提供。 

（株）サン・ライフ 
進和学園「いのちの森づくり友の会」基金への同社ご寄付に基づき 

苗木５００本をご提供。 

横浜ゴム（株） 進和学園がご寄贈を受け栽培を引き継いだ苗木より１，４００本を植樹。 

 

 湘南国際村での作業 ～ 皆で頑張りました！ ～                           2010/09/20 

 

２０１０年９月、漸く秋風が感じられる湘南国際村「め

ぐりの森」で、私達は二つの作業に汗を流しました。 

一つは、５月の全国植樹祭にて５，０００本の苗を植え

た場所の除草作業。宮脇方式では幼苗を密植・混植しま

すが、２～３年間は成長の早い雑草の影響を取り除くた

めの「草むしり」が必要です。（その後は、自然淘汰に

委ねメンテナンス・フリ－となります）１ｍを超える手

強い雑草もあり、かなりきつい仕事ですが、皆の奮闘振  

りは立派でした。  

もう一つは、翌日に迫った「トラックの森植樹祭」の苗  

の仕分け・ワラ（マルチング材）の運搬等の準備作業です。レナフォの高野理事長様や国際生態学センターの新川様もご一緒に、皆で力

を合わせて頑張りました。 

（写真左）2010 年 9 月 17 日 育樹（除草）作業  （写真右）2010 年 9 月 18 日 植樹祭準備作業 

 

 全国植樹祭・第１回湘南国際村めぐりの森植樹祭                           2010/05/02 

２０１０年５月２日、第 61 回全国植樹祭のサテライト会場・湘南国際村（横須賀市）に、約１，５

００人が集い苗木５，０００本の植樹祭が開催されました。 

神奈川県より進和学園栽培の苗木を２，０００本優先発注頂きました。また、サテライト会場実行委

員会事務局のご厚意による追加発注５００本、更に（株）サン・ライフ様（平塚市）のご寄付による

学園「いのちの森づくり基金」活用による苗木提供５００本、その他会場も合わせ合計３，０００本

の苗木が進和学園の「どんぐりハウス」から嫁ぐこととなりました。 

松沢成文知事はご挨拶の中で、「障害者の皆さんが育てた苗木の販売もあるのでご協力を！・・」と呼び掛けて下さり、お陰さまで展示

http://www.foreststudio.jp/top.html


販売（注）した苗木も完売！「福祉」「環境」及び「労働（企業）」の連携としても大きな成果であり、ご支援を頂いた県並びに関係の

皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

（注）特典付き苗木販売：進和学園の苗木（1 年生苗）をお買い求め頂いた皆様、どうも有難うご

ざいました。苗木が３０ＣＭ以上に成長しましたら、湘南国際村植樹祭（毎年、春秋開催）におい

て優先的に植樹することが出来ます。当日配布の「植樹優先チケット」に基づきご連絡をお願い致

します。 

毎日 JP/毎日新聞    タウンニュース平塚版 2010.5.20 

 

 湘南国際村植樹計画～森林マネジメントモデル探究～                        2009/07/08 

神奈川県では、２２世紀の森林マネジメントモデル探究事業として、湘南国

際村（横須賀市）を拠点とした森林再生・植樹活動を計画中です。 

官民が一体となって協働参加型の取り組みを目指していますが、私達もこの

プロジェクトに積極的に参加して行きたいと考えています。 

２００９年７月８日、湘南国際村において樹齢４００年のタブノキの実拾い

が行われ、９月４日には発芽した可愛い実生のポット苗づくりイベントが開

催されました。県のスタッフの方や国際ソロプチミスト横須賀の皆様をはじ

め地元団体の皆様と一緒に、楽しく充実した一時を共有しながら、森づくり

の夢を語り合いました。 

 

 湘南国際村植樹祭／第１回レナフォ植樹祭                               2009/05/06 

 

２００９年５月６日、湘南国際村植樹祭・第 1 回レナフォ植樹祭が開催されました。３，０４８本の木々

が宮脇昭先生（横浜国大名誉教授）のご指導の下、大勢が集まり植樹されましたが、その内、進和学園の

苗木７９１本をご利用頂きました。 

毎日新聞様、出雲大社相模分祠様、レナフォ（NPO 国際ふるさとの森づくり協会）様はじめご支援を頂い

た皆様に心より感謝申し上げます。 

本植樹祭は、湘南国際村における森林再生活動に私達が初めて参加した記念すべきものとなりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年 10 月撮影： 

植樹後２年半・・順調に成長！設置された看板には、

左の通り記載され、進和学園の窓口会社（株）研進が

資材等協力団体～ポット苗提供～として紹介されてい

ます。 

 
 

http://mainichi.jp/life/ecology/area/kanagawa/archive/news/2010/05/20100503ddlk14040145000c.html
http://www.townnews.co.jp/0605/2010/05/20/49721.html

