
 

2021年 3月 

進和学園「いのちの森づくり基金」 ２０２０年度活用実績 

 
                                進和学園いのちの森づくり友の会 

No 日 程 植樹・育樹・社会参加活動内容  金額（円）／相対団体（敬称略） 

 

1 

 

４月～９月 

  （随時） 

春夏の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 
・場所：平塚市その他近隣の学校・公園・道路側道・防潮林植樹地 

・作業：育樹（除草・剪定） 

・備考：下記企業様からのご協賛・ご寄付を活用させて頂きました。 

     平塚信用金庫様（協賛）、（有）熊沢商店様、（有）石田電設様、東海教育産業 

（株）様、本田技研工業（株）様、（株）ホンダロジスティクス様、 

（株）ホンダプリモ神奈川南様、日本生命労働組合平塚支部様 

 

５０８，０８２円 

 

各学校・公園 

神奈川県平塚土木事務所 

 

2 

第 1 期 

 ４月２８日～ 

連休中 

 

第２・３期 

 ５月１５日～ 

６月末 

第 18 回湘南国際村めぐりの森植樹事業 苗木提供 
・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：苗木運搬・納品（植樹作業の実績は、下記 NO.3に記載） 

・樹種・本数：高中低木 1,634本 

・備考：①コロナ禍のため中止となった 5/10植樹祭に代替して 4～6月に、関係団体の 

日中活動に落とし込み計画的に分散して植樹したもの。  

②苗木は、下記企業様からのご寄付を活用させて頂きました。 

 (株）サン・ライフ様：1,000 本、三機工業（株）様：600 本、 

 ﾎｯﾄｹｰｷﾊﾟｰﾗｰ Fru-Full様：34本 

③作業は、下記企業様からのご寄付を活用させて頂きました。 

        本田技研工業（株）様、（株）ホンダロジスティクス様 

 

 

８６７，２５９円 

 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型 

めぐりの森づくり推進会議 

 

3 

 

４月～１２月 

（３３日） 

湘南国際村めぐりの森 育樹・補植・その他作業 
・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：育樹（除草）・植樹・補植 

・樹種・本数：高中低木 620本 

・備考：①補植は、下記企業様からのご寄付を活用させて頂きました。 

     （株）サン・ライフ様：300 本 ﾎｯﾄｹｰｷﾊﾟｰﾗｰ Fru-Full様：220本、  

      三機工業（株）様：100 本 

    ②作業は、下記企業様からのご寄付を活用させて頂きました。 

      本田技研工業（株）様、（株）ホンダロジスティクス様、 （有）熊沢商店様、  

      （有）石田電設様、（株）建新様、ミドリ安全（株）様、ホーム建創（株）様、 

      （株）荒井ベジアス様 

 

６９４，８４６円 

 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型 

めぐりの森づくり推進会議 

 

4 

 

４月～１２月 

（４６日） 

掛川地区 育樹作業 
・場所：静岡県掛川市／時ノ寿の森、沖之須防潮林 

・作業：育樹（除草） 

・備考：①NPO法人時ノ寿の森仲介／草笛の会だいとう作業所と連携。 

     ②下記企業様からの「友の会」へのご寄付を活用させて頂きました。 

       本田技研工業（株）様、（株）ホンダロジスティクス 

 

１，５２３，４８９円  

静岡県掛川市 

NPO法人時ノ寿の森クラブ 
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４年３０日 

５月２３日 

６月２２日 

（苗木の 

引き渡し） 

開智学園 苗木＆資材（稲わら）提供 
・場所：開智学園 校庭（埼玉県さいたま市岩槻区） 

・樹種・本数：高中低木 810本／ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材の稲わら 135 束提供。 

・備考：①コロナ禍を踏まえ、開智学園関係者にて 3 回に分けて植樹。 

     ②次の企業様からのご寄付を活用させて頂きました。 

       （株）サン・ライフ様：苗木 510 本、ﾎｯﾄｹｰｷﾊﾟｰﾗｰ Fru-Full様：300 本 

 

        ４２９，３００円 

開智学園 

 

 

6 

 

5月 15、22、29日 

6月 6 日 

7月 2 日 

9月 20日 

10 月 20、27 日 

11 月 10 日 

12 月 1、8 日 

（１１日） 

高尾小仏 育樹・補植 
・場所：高尾小仏植樹地（東京都八王子市裏高尾町） 

・作業：育樹（植樹地手直し・除草）、補植 高中低木 820本 

・備考：①補植は、次の企業・団体様からのご寄付を活用させて頂きました。 

      大樹生命保険（株）様：344本、PGF（ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ）生 

命保険（株）様：194 本、(株)サン・ライフ様：137 本、ﾎｯﾄｹｰｷﾊﾟｰﾗｰ Fru-

Full様：95 本、NPO法人無形価値評価・認定ｾﾝﾀｰ様：50本 

②作業は、下記企業様からのご寄付を活用させて頂きました。 

     本田技研工業（株）様、（株）ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ様、ミドリ安全（株）様、 

     （株）建新様、ホーム建創（株）様、（有）熊沢商店様、（有）石田 

電設様、（株）荒井ベジアス様  

 

 

７２３，８６４円 

 

NPO法人 

国際ふるさとの森づくり協会 

中日本高速道路（株） 
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６月２日 

（苗木納品） 

Present Tree in みやぎ大崎 
・場所：宮城県大崎市／「Present Tree in みやぎ大崎」 

・樹種・本数：ミズナラ（東北産）２５１本 

・備考：①NPO法人環境ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ研究所様の仲介により宮城県大崎市に提供。 

    ②上記本数は、学園標準価格（税込単価 450 円）により換算した本数。 

学園標準価格（税込単価 450 円）と販売価格との差額については、（株） 

サン・ライフ様からのご寄付を活用して提供させて頂きました。 

 

１９０，２５０円 

NPO法人 

環境リレーションズ研究所 

宮城県大崎市 
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６月２６日 

１０月１６日 

東海大学いのちの森づくりプロジェクト 
・場所：東海大学・湘南キャンパス 

・作業：育樹（除草）、植樹（10/16） 

 

２７２，１２９円 

東海大学（湘南キャンパス） 



・樹種・本数：高中低木 27 種類 350本 

・資材：稲わら（マルチング材）、竹串、わら縄 

・備考：①（株）リンク・プロデュース様の仲介により実施。 

     ②苗木は、（株）サン・ライフ様からのご寄付を活用させて頂きました。 

     ③資材及び労務工賃は、平塚信用金庫様の「友の会」へのご協賛及び企業・  

団体様からのご寄付を活用して提供・実施させて頂きました。 

 

9 

 

７月１０日 

１１月２５日 

「サン・ライフの杜」育樹 
・場所：神奈川県小田原市久野「サン・ライフの杜」 

・作業：育樹（除草） 

・備考：「かながわ森林再生 50 年構想」に基づく活動 

 

３６，８５９円 

（株）サン・ライフ 
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９月１０日 

１２月１０日 

３月 ５日 

（苗木納品） 

浜松市「～KALA プロジェクト」防潮森づくり補植祭 
・場所：静岡県浜松市 遠州灘 

・樹種・本数：高中低木 620本 

・備考：下記の企業・団体様からのご寄付を活用させて頂きました。 

     （株）サン・ライフ様：300 本、環境まちづくり NPOエコメッセ様：160 本、 

本田技研工業（株）様：160 本 

 

３０９，３６０円 

静岡県浜松市 

ＮＰＯ法人縄文楽校他 
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９月２５日 

（準備） 

９月２７日 

（植樹祭） 

高尾小仏植樹祭 2020 
・場所：東京都八王子市裏高尾町（都立高尾陣場自然公園内） 

・作業：①苗木納品 ②植樹祭準備作業（苗木・稲わら運搬） ③植樹 

    祭参加 

・樹種・本数：高中低木 1,798本 

  （学園標準価格と販売価格との差額を「友の会」基金より充当） 

・備考：①国際ふるさとの森づくり協会（レナフォ）主催 

    ②苗木は、次の企業様のご寄付を活用させて頂きました。 

     （株）サン・ライフ様：748 本、PGF（ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ）生命保険 

（株）様：250 本、、NPO法人無形価値評価・認定ｾﾝﾀ-様：200 本、 

環境街づくり NPO ｴｺﾒｯｾ様：200本、本田技研工業（株）様：200 本、 

（株）ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽｨﾃｸｽ様：100 本、ミドリ安全（株）様：100 本 

 

 

４８１，７９９円 

 

NPO法人 

国際ふるさとの森づくり協会 

中日本高速道路（株） 
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１０月～ 

(随時) 

秋冬の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 
・場所：平塚市その他近隣の学校・公園・道路側道・防潮林植樹地 

・作業：育樹（除草・剪定） 

・備考：作業は、下記企業様からのご協賛・ご寄付を活用させて頂きました。 

    平塚信用金庫様（協賛）、（有）熊沢商店様、（有）石田電設様、東海 

教育産業（株）様、本田技研工業（株）様、（株）ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸス様、 

（株）ホンダプリモ神奈川南様、日本生命労働組合平塚支部様 

 

２２６，１６９円 

 

各学校・公園 

神奈川県平塚土木事務所 
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１１月６日 

湘南国際村めぐりの森 「どんぐりブラザーズ ミニ植樹祭」 
・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：植樹 

・樹種・本数：高中低木 22 種類 200本 

・備考：①苗木は、(株）サン・ライフ様からのご寄付を活用させて頂きました。 

    ②作業は、下記企業様からのご寄付を活用させて頂きました。 

      本田技研工業（株）様、（株）ホンダロジスティクス様 

 

        １２９，８８０円 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型 

めぐりの森づくり推進会議 
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１１月２０日 

（苗木納品） 

足尾銅山 植樹活動 苗木提供 
・場所：足尾銅山（栃木県） 

・樹種・本数：高中低木 500本 

・備考：①NPO法人足尾に緑を育てる会に寄贈し植樹。 

     ②（株）サン・ライフ様からのご寄付を活用させて頂きました。 

 

          ２２５，０００円 

NPO法人足尾に緑を育てる会 

15  

１１月１３日 

１１月２０日 

１１月２７日 

第 19 回湘南国際村めぐりの森植樹事業 苗木提供 
・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：苗木運搬・納品、植樹 

・樹種・本数：高中低木  合計 500本 

・備考：①コロナ禍のため一般公募による植樹祭は行わず、春季と同じく関係団体の 

        日中活動に落とし込み計画的に分散して植樹。 

    ②苗木は、下記企業様からのご寄付を活用させて頂きました。 

      (株）サン・ライフ様：200本、三機工業（株）様：200 本、 

        大樹生命保険（株）様：100本 

    ③作業は、下記企業様からのご寄付を活用させて頂きました。 

      本田技研工業（株）様、（株）ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ様 

 

        ３９１，７０５円 

 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型 

めぐりの森づくり推進会議 
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３月１８日 

（苗木納品） 

東京藝大 Geidai Hedge 補植用苗木提供 
・場所：東京芸術大学（上野キャンパス）～外構の生垣混植～ 

・樹種・本数：高中低木 740本 

・備考：次の企業・団体様のご寄付を活用させて頂きました。 

    本田技研工業（株）様：300 本、（株）ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽｨﾃｸｽ様：200 本、 

    ﾎｯﾄｹｰｷﾊﾟｰﾗｰ Fru-Full様：156 本、環境まちづくり NPO ｴｺﾒｯｾ様：84 本 

 

３３３，０００円 

東京藝術大学 
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３月（随時） 

春の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 
・場所：神奈川県立平塚ろう学校、社会福祉法人 花 

・作業：育樹（除草） 

・備考：平塚信用金庫様のご協賛により実施させて頂きました。 

 

２９，２７５円 

平塚ろう学校 （社福）花 

合計 合計   ７，３７２，２６６円 

（注）No.2、3、5、6、7、8、10、11、13、14、15 の 11 件の内、4,445 本（2010 年度からの累計 41,533 本）については、（株）サン・ライフ・ホールディング様から

の寄付金を活用させて頂きました。 



２０２０年 3月 

 

進和学園「いのちの森づくり基金」 ２０１９年度活用実績   

進和学園いのちの森づくり友の会 

No 日 程 植樹・育樹・社会参加活動内容  金額（円）／相対団体（敬称略） 

 

1 

４月～７月 

  （随時） 

春夏の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 
・場所：平塚市その他近隣の学校・公園・道路側道・防潮林植樹地 

・作業：育樹（除草） 

   ３６２，８５０円 

各学校・公園 

神奈川県平塚土木事務所 

 

2 

4月 5、12、19日、

5 月 17、24、31

日、6 月 7、14、

21、28 日、7 月 5

日、9 月 13、20、

27 日、10 月 11、

18、24 日、11 月

1、8、15、29 日、

12 月 6、13日 

湘南国際村めぐりの森 育樹・補植・その他作業 
・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：育樹（除草）、補植８０本 

       （11/29：31 本、12/13：49 本） 

・備考：三機工業（株）様からの「友の会」基金へのご寄附を活用して作業実施及び 

補植用の苗木を提供。 
  

 

４５４，４８１円 

 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型 

めぐりの森づくり推進会議 

 

3 

 

 

４月１４日 

いのちの森づくり 2020➚ 宮脇昭復活植樹祭 
・場所：神奈川県秦野市栃窪スポーツ広場 

・樹種：高中低木１，５４８本 

・備考：次の４社様からのご寄附により苗木を提供。⇒（株）サン・ライフ、本田技研工業 

（株）、環境まちづくり NPOエコメッセ、 （株）トヤマ  

６９６，６００円 

いのちの森づくり 2020↗ 

（事務局：出雲大相模分祠） 

秦野市 

 

4 

 

 

５月 ９日 

５月１２日 

第 16 回湘南国際村めぐりの森植樹祭 
・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：①苗木・資材運搬 ②植樹祭準備 ③植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木３，１３４本 

・備考：次の８社様のご支援ご協賛により苗木を提供。 ⇒ （株）サン・ライフ、 

    三機工業（株）、（公）鎮守の森のプロジェクト、大樹生命保険（株）、本田技研工 

業（株）、（株）ホンダロジスティクス、三井住友海上火災保険（株）、（株）トヤマ 

 

１，９８８，９７５円 

 

神奈川県／横須賀市 

協働参加型 

めぐりの森づくり推進会議 

 

5 

 

５月１９日 

高尾小仏＆豊島区育樹祭 
・場所：①高尾小仏植樹地（東京都八王子市裏高尾町） 

    ②電車の見える公園（東京都豊島区池袋本町） 

・作業：育樹（除草） 

２４，２１４円 

①NPO 法人国際ふるさとの森づくり

協会／中日本高速道路（株） 

②東京都豊島区 

 

6 

5月 20、28、30、

31 日、6 月 6、

11、12、19 日、7

月 3、16、24、26、

29、31 日、8 月

3、20、26、29 日、

9月 4、12、19、24

日、10 月 2、7、

9、14、15、17、

21、30、31 日、11

月 6、7、9、20、29

日、12 月 4、5 日 

掛川地区 育樹 
・場所：静岡県掛川市／時ノ寿の森、防潮林 

・作業：育樹（除草） 

・備考：NPO法人時ノ寿の森仲介／草笛の会だいとう作業所と連携して実施。 

 

 

 

 

 

 

１，０９２，９５２円 

 

静岡県掛川市 

NPO法人時ノ寿の森クラブ 

 

7 

 

５月２１日 

（納品日） 

東北被災地への里帰り苗木提供 
・場所：宮城県岩沼市千年希望の丘 他 

・樹種・本数：５種類１，４８３本（東北産ドングリや木の実から栽培） 

・備考：岩沼市千年希望の丘植樹祭＆収穫祭(5/25）他の植樹に利用。 

７３７，５５０円 

宮城県岩沼市 

一般社団法人森の防潮堤協会 

 

8 

 

５月２５日 

掛川市 市民協働による希望の森づくり「潮騒の杜」植樹祭 
・場所：静岡県掛川市 大須賀海岸（大渕地内）防潮林 

・樹種・本数：高中低木２，７００本 

・備考：次の５社様はじめ皆様からのご寄附により苗木を提供。 

（株）サン・ライフ、本田技研工業（株）、（株）ホンダロジスティクス、Fru-Full、 

環境まちづくり NPOエコメッセ 

１，２７１，４１６円 

 

静岡県掛川市 

NPO法人時ノ寿の森クラブ 

 

9 

 

６月 １日 

松田町自然館「いのちの森づくり」講座・植樹イベント 
・場所：松田町自然館（神奈川県足柄上郡松田町） 

・作業：地盤造成、植樹指導／「いのちの森づくり」解説＆「紙芝居」 

・樹種：高中低木４０本（事前植樹２０本／講座での植樹２０本） 

 

５８，５０６円 

松田町自然館 

 

10 

 

６月 ７日 

６月 ８日 

花粉症対策プロジェクト第 1 回植樹祭 ～広島県神石高原町から発信～ 

・場所：広島県神石高原町 

・樹種：高木３種類６０６本 

（学園標準価格と販売価格との差額を「友の会」基金より充当） 

７５，６００円 

広島県神石高原町 

NPO法人ピースウィンズ・ジャパン 

 

11 

 

 

６月２２日 

掛川市 「いのちの森づくり」植樹祭 
・場所：静岡県掛川市倉真 

・樹種・本数：高中低木１，０００本 

 

４９４，１８０円 

静岡県掛川市 



・備考：次の４社様はじめ皆様からのご寄附を活用して寄贈。 ⇒ （株）サン・ライフ、 

    本田技研工業（株）様、（株）ホンダロジスティクス様、Fru-Full 
NPO法人時ノ寿の森クラブ 

 

12 

 

６月２５日 

サン・ライフの杜 育樹 
・日程：６月２５日 

・場所：神奈川県小田原市久野 

・作業：育樹（除草・剪定） 

・備考：「かながわ森林再生 50 年構想」に基づく活動 

 

１５，７６２円 

（株）サン・ライフ 

 

13 

 

７月３０日 

（納品） 

足尾銅山 植樹活動 
・場所：足尾銅山（栃木県） 

・樹種・本数：高中低木１，４４０本 

        ６９２，２８０円 

 

NPO法人足尾に緑を育てる会 

 

14 

 

９月 ５日 

９月２９日 

高尾小仏 育樹作業 
・場所：高尾小仏植樹地（東京都八王子市裏高尾町） 

・作業：育樹（除草）・補植 

・樹種・本数：６種類１６０本 

１０６，６８５円 

NPO法人 

国際ふるさとの森づくり協会 

中日本高速道路（株） 

 

15 

９～１月 

（随時） 

秋冬の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 
・場所：平塚市その他近隣の学校・公園・道路側道・防潮林植樹地 

・作業：育樹（除草） 

 ３１０，６７０円 

各学校・公園 

神奈川県平塚土木事務所 

 

16 

 

９月２１日 

横浜市港北区自然体験教室／湘南国際村めぐりの森植樹祭 苗木提供 
・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・樹種・本数：高中低木２１種類１６８本 

７５，６００円 

横浜市港北区 

一般社団法人 Silva 

 

17 

 

９月２１日 

９月２３日 

高尾小仏植樹祭 2019 
・場所：東京都八王子市裏高尾町（都立高尾陣場自然公園内） 

・作業：①苗木納品 ②植樹祭準備作業（稲わら等運搬）③植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木６９５本 

    （学園標準価格と販売価格との差額を「友の会」基金より充当） 

・備考：次の企業様はじめ皆様のご支援ご協賛により苗木を提供。 

     ＰＧＦ（ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ）生命保険（株）、本田技研工業（株）、  

（株）ホンダロジスィテクス、ミドリ安全（株）他 

 

４４８，４８９円 

NPO法人 

国際ふるさとの森づくり協会 

中日本高速道路（株） 

 

18 

 

１０月２７日 

南町田グランベリーパーク 鶴間公園植樹祭 苗木提供 
・場所：南町田グランベリーパーク 鶴間公園（東京都町田市鶴間） 

・樹種・本数：高中低木２２本 

           ９，９００円 

東京都町田市 鶴間公園 

 

19 

 

９月２７日 

１０月２４日 

１０月２８日 

第 2 回モッチの樹プロジェクト＆どんぐりブラザーズ ミニ植樹祭 
・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：①地盤造成／ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材（カヤ）準備 ②植樹祭 指導・参加 

・樹種・本数：高中低木２２種類１２０本 

・備考：モッチの樹プロジェクト様からの「友の会」へのご寄附を活用して寄贈 

頂いた苗木 112 本を含む。 

         １０２，９６８円 

 

神奈川県／横須賀市 

協働参加型 

めぐりの森づくり推進会議 

 

20 

１０月１７日 

  ～３１日 

１１月 １日 

東海大学いのちの森づくりプロジェクト 第 1 回植樹祭 
・場所：東海大学湘南キャンパス（神奈川県平塚市） 

・作業：①地盤造成 ②植樹祭 指導・参加（同大学建学祭） 

・樹種・本数：高中低木５０種類６０５本 

 

８０５，３７４円 

東海大学（湘南キャンパス） 

 

21 

 

１１月１１日 

第 8 回開成南小学校「学校の森づくり」（校庭緑地帯づくり） 
・場所：開成南小学校（神奈川県足柄上郡開成町） 

・作業：育樹（除草・剪定）、補植（同校園芸委員会の児童と協力実施） 

・樹種・本数：高中低木８０本 

 

 ６８，３３０円 

開成町立開成南小学校 

 

22 

 

１１月１５日 

１１月１７日 

第 17 回湘南国際村めぐりの森植樹祭 
・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：①苗木・資材運搬 ②植樹祭準備・参加 

・樹種・本数：高中低木５００本 

・備考：三機工業（株）様の「友の会」基金へのご寄附を活用して寄贈。 

         ４０６，７９１円 

神奈川県／横須賀市 

協働参加型 

めぐりの森づくり推進会議 

 

23 

 

１１月１３日 

１１月１８日 

サン・ライフの杜 育樹＆植樹 

・場所：神奈川県小田原市久野 

・作業：①育樹（除草・剪定） ②地盤造成 ③植樹 

・備考：「かながわ森林再生 50 年構想」に基づく活動 

 

          ５３，５３７円 

（株）サン・ライフ 

 

24 

２０２０年 

１月２６日 

開智学園 補植用苗木提供 
・場所：開智学園 校庭（埼玉県さいたま市岩槻区） 

・樹種・本数：高中低木１４種類１００本 

          ４５，０００円 

開智学園 
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３月 ６日 

（納品日） 

浜松市「～KALA プロジェクト」防潮森づくり 
・場所：静岡県浜松市 遠州灘 篠原工区 1、舞阪工区 3 

・樹種・本数：高中低木２７種類４００本（次年度植樹祭用に納品） 

２３２，８００円 

静岡県浜松市 

NPO法人縄文楽校他 

 

26 

 

３月（随時） 

春の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 
・場所：平塚市その他近隣の学校（大洋中学校、平塚ろう学校他） 

・作業：育樹（除草） 

          ６６，６３８円 

各学校 

合計 合計 １０，６９８，１４８円 

（注）・No.3、4、7、8、11、13の 6 件の内、4,444 本（累計 37,088 本）については、（株）サン・ライフ・ホールディング様からのご寄附を活用させて頂きました。 

   ・No.3、4、8、11、13 の 5件の内、1,700 本については、本田技研工業（株）様からのご寄附を活用させて頂きました。 

 

 



２０１９年３月 

 

進和学園「いのちの森づくり基金」 ２０１８年度活用実績 

 
進和学園いのちの森づくり友の会 

No 日 程 植樹・育樹・社会参加活動内容  金額（円）／相対団体（敬称略） 

 

1 

 

４月～７月 

 （随時） 

春夏の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 

・場所：平塚市その他近隣の学校・公園・道路側道・防潮林植樹地 

・作業：育樹（除草） 

 ５６５，７８１円 

各学校・公園 

神奈川県平塚土木事務所 

 

2 

４月 ４日 

１０月 ８日 

神奈川県立茅ケ崎西浜高校 苗木提供（補植） 

・場所：神奈川県立茅ケ崎西浜高校 

・樹種・本数：低木１９本（4/4）、３０本（10/8）、合計４９本 

  ５２，６２８円 

神奈川県立茅ケ崎西浜高校 

 

3 

 

４月 ６日 

平塚盲学校 苗木提供（補植） 

・場所：神奈川県立平塚盲学校 

・樹種・本数：ウバメガシ他２０本 

 

１８，１７０円 

神奈川県立平塚盲学校 

 

4 

 

４月２１日 

岩沼市千年希望の丘・海の見える植樹祭 苗木提供 

・場所：宮城県岩沼市千年希望の丘 

・樹種・本数：低木３種類 １２２本 

・備考：「一般社団法人森の防潮堤協会」他主催。 

１１７，５４０円 

一般社団法人森の防潮堤協会 

宮城県岩沼市 

 

5 

 

４月２７日 

パソボラサークル農業ステーション 混垣植栽 

・場所：神奈川県小田原市鬼柳 NPO法人パソボラサークル 

    農業ステーション 

・樹種高中低木１５０本 

・備考：NPO法人パソボラサークルと連携実施。（株）研進様から 

    の「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄附を活用して寄贈。 

 

６７，５００円 

NPO法人パソボラサークル 

    農業ステーション 

 

 

6 

4 月 28 日、5 月

11、18、25 日、6

月 1、8、22、29

日、9 月 28 日、

10 月 12、26

日、11月 9、

16、30 日、12

月 7、14、21、28

日、1 月 11、

18、25 日、2 月

8 日、3 月 1、8、

22 日 

湘南国際村めぐりの森 育樹・補植（２５日活動） 

・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：育樹（除草）、補植 

・樹種・本数：高中木 ６０本（5/18）、４０本（5/25）、３４本（6/1）、 

      合計１３４本  

・備考：①補植の苗木は、三機工業（株）様からの「いのちの森づくり 

友の会」へのご寄附を活用して提供。 

    ②どんぐりブラザーズ（湘南の凪、横須賀ヘーメット）と連携 

実施。 

    ③5/18、6/1、6/8 は、NPO法人無形価値評価・認定センター様 

（延 14 名参加）と連携して実施。 

 

 

 

 ４６１，７４４円 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型めぐりの森づくり推進会

議 

 

7 

5月 11、12、14、

16、21、22、25、

29 日、6 月 4、

12、27 日、7 月

2、4、10日、8月

20、27、31 日、9

月 6、8、10、17、

19、24 日、10月

3、9、15、17、19、

22、26、31 日、11

月 12、16、19、

26、28 日、12月

19、24 日、1 月 5

日 

掛川地区 育樹（３９日活動） 

・場所：静岡県掛川市／時ノ寿の森、防潮林 

・作業：育樹（除草） 

・備考：NPO法人時ノ寿の森仲介／草笛の会だいとう作業所、掛川芙蓉 

会（工房つつじ、あいあい学園）と連携実施。 

 

 

 

 

 ７５２，４４７円 

 

静岡県掛川市 

ＮＰＯ法人時ノ寿の森クラブ 

 

 

8 

 

５月１２日 

１２月１６日 

松田町自然館「いのちの森づくり」植樹イベント 

 ・場所：松田町自然館（神奈川県足柄上郡松田町） 

 ・作業：地盤造成、植樹指導 

 ・樹種：高中低木６６本（5/12）、６０本（12/16）、合計１２６本 

 ・備考：自然講座（講師：林田雅之／研進）の一環として植樹。（5/12） 

     「いのちの森づくり感謝祭」の一環として植樹。（12/16） 

 

  

 １８３，５６４円 

松田町自然館 

 

9 

 

５月１３日 

浜松市「～KALA プロジェクト」防潮森づくり 

・場所：静岡県浜松市 遠州灘 篠原工区４ 

・樹種・本数：高中低木２６種類６００本 

・備考：次の２社様の「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄付を活 

用して寄贈。 

 

３２０，５１２円 

静岡県浜松市 

NPO法人縄文楽校他 

「～KALA プロジェクト」 



10  

５月１１日 

５月１３日 

第 14 回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：①苗木・資材運搬 ②植樹祭準備 ③植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木１，０００本 

・備考：次の２社様の「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄付を活 

    用して寄贈。 

    三機工業（株）様５００本、（株）サン・ライフ様５００本 

 

６０１，５６４円 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型めぐりの森づくり推進会

議 

11  

５月１８日 

 （納品） 

足尾銅山 植樹活動 

・場所：足尾銅山（栃木県） 

・樹種・本数：高中低木１，０００本 

・備考：①NPO法人足尾に緑を育てる会に寄贈し植樹。 

    ②次の２社様はじめ「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄 

     附を活用して寄贈。 

     （株）サン・ライフ様７００本 

     ホットケーキパーラー「Fru-Full」２２２本 他 

 

 

４９９，６８０円 

NPO法人足尾に緑を育てる会 

12  

５月２６日 

掛川市 潮騒の杜植樹祭 

・場所：静岡県掛川市 三俣地内海岸防潮林 

・樹種・本数：高中低木２，１００本 

・備考：掛川市主催／NPO法人時ノ寿の森クラブ他共催     

９８８，２００円 

静岡県掛川市 

ＮＰＯ法人時ノ寿の森クラブ 

13 ５月２８日 

１１月１２日 

開成南小学校 校庭緑地帯づくり 

・場所：開成南小学校（神奈川県足柄上郡開成町） 

・樹種・本数：高中低木２７０本／２４６本、合計５１６本 

 

 ７４８，５０１円 

開成南小学校 

14  

６月２３日 

高尾小仏植樹地 育樹イベント 

・場所：東京都八王子市裏高尾町（都立高尾陣場自然公園内） 

・作業：育樹（除草／植樹苗木の手直し） 

・備考：主催／NPO 法人国際ふるさとの森づくり協会 

１３，７４０円 

NPO法人 

国際ふるさとの森づくり協会 

中日本高速道路株式会社 

15  

６月２４日 

掛川市 「いのちの森づくり」植樹祭 

・場所：静岡県掛川市倉真 

・樹種・本数：高中低木２，５２０本 

・備考：①主催／NPO法人時ノ寿の森クラブ 

    ②次の企業・団体様はじめ「いのちの森づくり友の会」基金へ 

のご寄附を活用して寄贈。 

     （株）サン・ライフ様：５００本 

     本田技研工業（株）様：５００本 

     （株）ホンダロジスティクス様：５００本 

     ホットケーキパーラーFru-Full 様：２２３本 

     環境まちづくり NPOエコメッセ様：２２２本 他 

 

 

 １，１７７，２００円 

静岡県掛川市 

ＮＰＯ法人時ノ寿の森クラブ 

 

16  

９～１２月 

 （随時） 

秋冬の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 

・場所：平塚市その他近隣の学校・公園・道路側道・防潮林植樹地 

・作業：育樹（除草） 

 ２８１，８６２円 

各学校／平塚市／平塚土木事務所 

17  

９月２０日 

１１月１５日 

１１月２０日 

サン・ライフの杜 育樹＆植樹（慰霊祭） 

・場所：神奈川県小田原市久野 

・作業：①育樹（除草・剪定）②地盤造成、育樹（除草・剪定）、植樹 

・備考：①「かながわ森林再生５０年構想」に基づく活動 

    ②（社）小田原支援センターと連携して実施。 

 

    ６１，７１７円 

（株）サン・ライフ 

18  

９月２２日 

９月２４日 

 

高尾小仏植樹祭 2018 

・場所：東京都八王子市裏高尾町（都立高尾陣場自然公園内） 

・作業：①苗木納品 ②植樹祭準備作業（竹串打ち、ワラ縄づくり他）  

③植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木３０２本 （学園標準価格と販売価との差額を  

           「友の会」基金より充当。学園標準価格換算で３０２本） 

・備考：国際ふるさとの森づくり協会（レナフォ）主催 

 

２１６，９５４円 

NPO法人 

国際ふるさとの森づくり協会 

中日本高速道路株式会社 

19 ９月２８日 小田原荻窪森林再生プロジェクト 

・場所：神奈川県小田原市荻窪 

・作業：育樹（除草） 

・備考：①「かながわ森林再生 50 年構想」に基づく活動 

    ②（社）小田原支援センタ－と連携して実施。 

 

     １７，２９６円 

辻村農園・辻村山林 

20  

１１月 ２日 

１１月 ４日 

第 15 回湘南国際村めぐりの森植樹・育樹祭 

・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：①苗木・資材運搬 ②植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木４００本 

・備考：三機工業（株）様の「いのちの森づくり友の会」基金へのご 

    寄付を活用して寄贈。 （上記に加え、１５０本は「秋の補植」    

    に別途利用。⇒ 上記 NO.6 参照） 

 

２７８，９８０円 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型めぐりの森づくり推進会

議 



21  

１１月 ４日 

浜松市「～KALA プロジェクト」防潮森づくり 

・場所：静岡県浜松市 遠州灘 篠原工区５ 

・作業：①苗木搬送（運送業者起用） ②植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木２７種類８００本 

・備考：次の４社様の「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄付を活 

    用して寄贈。 

    （株）サン・ライフ様４９８本、環境まちづくり NPO エコメッ 

セ様１２２本 本田技研工業（株）様１００本、（株）ホンダ 

ロジスティクス様８０本 

 

 

４３６，７０５円 

静岡県浜松市 

NPO法人縄文楽校他 

「～KALA プロジェクト」 

22  

１１月 ４日 

第 6 回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭 苗木提供 

・場所：福島県南相馬市 

・樹種・本数：高木 3 種類 ２２４本 

・備考：①公益財団法人鎮守の森のプロジェクト主催。 

    ②（株）サン・ライフ様の「いのちの森づくり友の会」基金へ 

     のご寄附を活用して寄贈。 

 

    １５９，１２０円 

福島県南相馬市 

公益財団法人  

鎮守の森のプロジェクト 

23  

１１月 ６日 

京陽小学校 苗木提供 

・場所：品川区立京陽小学校（東京都品川区） 

・樹種・本数：高中低木２２０本 

・備考：①一般社団法人Ｓｉｌｖａ様の仲介により苗木提供。 

    ②ホットケーキパーラーFru-Full 様からの「いのちの森づくり 

     友の会」基金へのご寄附を活用して寄贈。 

         

     ９９，０００円 

東京都品川区立京陽小学校 

一般社団法人Ｓｉｌｖａ 

24 １２月 ８日 東京藝大 Geidai Hedge4 苗木提供 

・場所：東京芸術大学（上野キャンパス）～外構の生垣混植～ 

・樹種・本数：高中低木２６０本 

    １１７，０００円 

東京藝術大学 

25 ２０１９年 

２月２４日 

３月２１日 

開智学園 苗木提供 

・場所：開智学園（埼玉県さいたま市岩槻区） 

・樹種・本数：高中低木４２０本 

    １８９，０００円 

開智学園 

26  

  

３月１０日 

第 24 回浜松市「～KALA プロジェクト」防潮森づくり 

・場所：静岡県浜松市 遠州灘 篠原工区５ 

・作業：①苗木搬送（運送業者起用） ②植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木４５０本 

・備考：次の２社様の「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄付を活  

    用して寄贈。 

     本田技研工業（株）様：３００本 

    （株）ホンダロジスティクス様：１５０本 

 

２４３，５４０円 

静岡県浜松市 

NPO法人縄文楽校他 

「～KALA プロジェクト」 

27  ３月 ８日 

 ３月２２日 

 ３月２７日 

モッチの樹プロジェクト＆どんぐりブラザーズ ミニ植樹祭 

・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：①地盤造成／マルチング材（カヤ）準備 ②植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木１６種類１２０本 

・備考：モッチの樹プロジェクト様からの「いのちの森づくり友の会」  

    基金へのご寄附を活用して寄贈。 

 

１３６，３０２円 

神奈川県／横須賀市 

協働参加型めぐりの森づくり推進会

議 

合計  ８，８０６，２４７円 

 

（注）・No.2、4、9、10、11、12、13、15、21、22 の 10 件の内、4,444 本（2010 年度からの累計 32,644 本）については、（株）サ 

ン・ライフ・ホールディング様からの寄附金を活用させて頂きました。 

   ・No.9、12、15、21、26の 5件の内、1,700 本については、本田技研工業（株）様からのご寄附を活用させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１８年３月 

 

進和学園「いのちの森づくり基金」 ２０１７年度活用実績 

 
進和学園いのちの森づくり友の会 

No 日 程 植樹・育樹・社会参加活動内容  金額（円）／相対団体（敬称略） 

 

1 

 

４月１～３日 

日本フラワー＆ガーデンショウ 苗木提供 

・場所：パシフィコ横浜展示ホール 

・樹種・本数：低木５種類 ８０本 

・備考：「グリーンアドバイザー東京」様の展示ブースにおける、一般 

        来場者対象の苔植盆栽づくり教室に活用。 

 

３６，０００円 

グリーンアドバイザー東京 

 

2 

 

４月１２日 

（植樹：4/29） 

「ふくふくのいえ」 苗木提供 

・場所：東京都世田谷区喜多見 「ふくふくのいえ」 

    （赤ちゃんのおでかけ広場） 

・樹種・本数：高中低木 １６本 

・備考：「街の木を活かすものづくりの会」様を通じて提供。 

 

７，２００円 

街の木を活かすものづくりの会 

「ふくふくの家」 

 

 

3 

 

４月２２日 

仙台市荒浜 四季彩の森植樹会参加／苗木提供 

・場所：仙台市若林区荒浜（国有林） 

・作業：苗木運搬・納品、植樹祭参加（代表２名） 

・樹種・本数：高低木 １，０００本 

・備考：①一般社団法人森の防潮堤協会 主催。仙台市・林野庁他後援。 

    ②（株）サン・ライフ様、環境まちづくり NPOエコメッセ様の 

     「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄附を活用して寄贈。 

 

５３５，２８４円 

一般社団法人森の防潮堤協会 

仙台市 

 

4 

 

４月～９月 

 （随時） 

春夏の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 

・場所：平塚市その他近隣の学校・公園・道路側道・防潮林植樹地 

 （なでしこ小学校、太洋中学校、伊勢原高校、秦野曽屋高校、平塚盲 

  学校、北豊田防災備蓄倉庫、国道 134 号線沿道 他） 

・作業：育樹（除草） 

   ７７４，３８９円 

各学校 

平塚市 

平塚土木事務所 

 

5 

 

４月２４日 

茅ヶ崎西浜高校 育樹・補植 

・場所：神奈川県立茅ケ崎西浜高校 

・作業：育樹（除草）、地盤造成、補植 

・樹種・本数：低木２種類 １２０本 

 

９０，３９０円 

神奈川県立茅ケ崎西浜高校 

 

6 

４月２８日 

４月２９日 

８月 ５日 

１１月１８日 

３月１８日 

開智学園 苗木提供 

・場所：開智学園（埼玉県さいたま市岩槻区） 

・樹種・本数：①高中低木２３２本（４月）②高木３０本（８月）  

       ③高中低木５００本（１１月）合計７６２本 

       ④高中低木５００本（３月） 

 

   ５６７，９００円 

開智学園 

 

7 

 

4 月 28 日、5 月

19 日、6 月 2、

20、23、30 日、7

月 7、14 日、9

月 8、15、18、

22、29 日 

湘南国際村めぐりの森 育樹・補植 

・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：育樹（除草）、補植 

・樹種・本数：高中木２４０本（春季） 

・備考：湘南の凪、横須賀ヘーメットと連携実施。 

 

   ４３６，７４１円 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型めぐりの森づくり推進会

議 

10 月 6、27 日、11 月 3、10、17、24 日、12 月 15 日、2018 年 1月 9 日 

 

8 

4 月 4、5、6、

10、12、14、17、

19，20，21，24，

26，28 日、5 月

2、 9、11、16、

18、22、23，29、

31 日 

掛川地区 育樹 

・場所：静岡県掛川市／時ノ寿の森、防潮林 

・作業：育樹（除草） 

・備考：NPO法人時ノ寿の森仲介／草笛の会だいとう作業所、掛川芙蓉 

       会（工房つつじ、あいあい学園）と連携実施。 

 

 

 

  ９７８，７１９円 

静岡県掛川市 

ＮＰＯ法人時ノ寿の森クラブ 

 

6 月 5、6、9、12、13、16，23、27 日、7 月 4、14、19、24、26、31 日、8 月 1、4、17，21、28、30、9

月 4、5、7、13、14、20、21 日、10 月 12、13、30 日、11 月 10、29 日、 

2018 年 1 月 19、31 日 

 

9 

 

５月１２日 

５月１４日 

第 12 回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：①苗木運搬 ②植樹祭準備 ③植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木２，７６９本 

・備考：次の３社様の「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄付を活 

    用して寄贈。 

    三機工業（株）様 1,400 本、（株）サン・ライフ様 1,200 本、 

    本田技研工業（株）様 169 本 

 

１，４６１，５７８円 

神奈川県 

横須賀市 

協働参加型めぐりの森づくり推進会

議 



10  

５月１０日 

５月１４日 

浜松市「～KALA プロジェクト」防潮森づくり 

・場所：静岡県浜松市 遠州灘 篠原工区４ 

・樹種・本数：高中低木６００本 

２７９，２６０円 

静岡県浜松市 

NPO法人縄文楽校他 

「～KALA プロジェクト」 

11  

５月２７日 

第５回千年希望の丘植樹祭（東北被災地復興）苗木提供 

・場所：宮城県岩沼市千年希望の丘 

・樹種・本数：高木４種類９５０本 

・備考：進和学園標準価格と販売金額との差額を「いのちの森づくり 

    の会」基金より充当し提供。 

 

２４０，９４０円 

宮城県岩沼市 

（公）鎮守の森のプロジェクト 

12  

５月２７日 

松田町自然館「いのちの森づくり」植樹イベント 

 ・場所：松田町自然館（神奈川県足柄上郡松田町） 

 ・作業：地盤造成、植樹指導 

 ・樹種：高中低木６０本 

 ・備考：自然講座（講師：林田雅之／研進）の一環として植樹。 

 

    ２１９，１９１円 

松田町自然館 

13  

６月１０日 

市民協働による希望の森づくり「潮騒の杜」植樹祭 苗木提供 

・場所：静岡県掛川市沖之須 

・樹種・本数：高中低木 7 種類 2,705 本 

・備考：①主催：掛川市 共催：NPO法人時ノ寿の森他 

    ②（福）掛川芙蓉会掛川工房つつじ栽培の 2 種類 770本を含む。 

 

１，２１７，２５０円 

静岡県掛川市 

ＮＰＯ法人時ノ寿の森クラブ 

 

14  

６月２５日 

掛川市 時ノ寿の森 植樹祭 苗木提供 

・場所：静岡県掛川市倉真椎ノの木平（時ノ寿の森） 

・樹種・本数：高中木 9 種類 1,260 本 

・備考：主催「NPO 法人時ノ寿の森」 

５７６，５４０円 

静岡県掛川市 

ＮＰＯ法人時ノ寿の森クラブ 

15  

７月１８日 

７月２５日 

１１月１５日 

１１月１６日 

 

小田原荻窪森林再生プロジェクト 育樹 

・場所：神奈川県小田原市荻窪 

・作業：育樹（除草） 

・備考：①「かながわ森林再生 50 年構想」に基づく活動 

    ②NPO法人パソボラサークル、社会福祉法人足利緑の会コスモ 

     ス学園と連携実施。 

 

 

    ７２，４２５円 

辻村農園・辻村山林 

16 １０～１２月 

 （随時） 

秋冬の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 

・場所：平塚市その他近隣の学校・公園・道路側道・防潮林植樹地 

 （なでしこ小学校、太洋中学校、平塚ろう学校、伊勢原養護学校、 

 平塚盲学校、北豊田防災備蓄倉庫、国道 134 号線高浜台・唐ケ原 他） 

・作業：育樹（除草） 

２８４，４９１円 

各学校 

平塚市 

平塚土木事務所 

17  ６月５日 

  ～１３日 

１０月３～ 

１１日 

１０月１２日 

開成南小学校 校庭緑地帯 苗木提供 

・場所：開成南小学校（神奈川県足柄上郡開成町） 

・作業：①地盤造成（（有）中央造園土木に発注）②植樹イベント準備・ 

   指導 ③仕上げ（マルチング作業） 

・樹種・本数：高中低木２２種類５６７本 

・備考：①同校園芸委員会（5・6年生）と協力して実施。 

    ②6/5～6/13については、日野自動車ｸﾞﾘｰﾝﾌｧﾝﾄﾞ助成金適用の 

     不足分を「友の会」基金より充当。 

 

 １，１２３，６０７円 

 

開成南小学校 

18  

１０月１４日 

 

南相馬市第 5 回鎮魂復興市民植樹祭 

・場所：福島県南相馬市原町区 

・樹種・本数：高中低木８００本 

・備考：進和学園の標準価額４５０円と販売価額との差額を「いのちの 

    森づくり友の会」基金より充当させて頂きました。 

２１４，２００円 

福島県南相馬市 

公益財団法人 

鎮守の森のプロジェクト 

19  

１０月１７日 

１０月２５日 

１０月２６日 

平塚養護学校 校庭緑地帯 苗木提供 

・場所：神奈川県立平塚養護学校 

・作業：①地盤造成 ②植樹準備・指導 ③仕上げ（マルチング作業） 

・樹種・本数：高中低木３１５本 

・備考：同校小・中学部の児童・生徒と協力して実施。 

 

４０７，６５５円 

神奈川県立平塚養護学校 

 

 

20  

１０月２６日１０

月２７日１０月２

９日 

 

積残し植樹： １

０月３１日、１１

月 １日  

高尾小仏植樹祭 2017 

・場所：東京都八王子市裏高尾町（都立高尾陣場自然公園内） 

・樹種・本数：高中低木９種類１，４２５本 

・①主催：NPO法人国際ふるさとの森づくり協会（レナフォ） 

 ②次の企業様の「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄附を活用し 

  て寄贈。 

  （株）サン・ライフ様５２９本、本田技研工業（株）様３００本、 

  （株）ホンダロジスティクス様３００本、 

  横浜低温流通（株）様２４４本、 

  ホットケーキ・パーラーFru-Full 様５２本 

 

８３８，１５４円 

NPO法人 

国際ふるさとの森づくり協会 

中日本高速道路株式会社 



21  

１１月３日 

１１月５日 

2017 秋 第 13 回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

・場所：湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市） 

・作業：①苗木運搬 ②植樹祭準備 ③植樹祭参加 

・樹種・本数：高中低木３００本 

・備考：三機工業（株）様の「いのちの森づくり友の会」基金へのご寄 

    付を活用して寄贈。 

 

２３０，２９８円 

協同参加型 

めぐりの森づくり推進会議 

22 １１月 ９日 

１１月１５日 

１１月２０日 

サン・ライフの杜 育樹／植樹準備・指導 

・場所：「サン・ライフの杜」（神奈川県小田原市久野） 

・作業：①育樹（除草） ②地盤造成 ③植樹・植樹指導 

・備考：①「かながわ森林再生５０年構想」に基づく活動 

    ②（社）小田原支援センターと連携して実施。 

 

５４，９７３円 

株式会社サン・ライフ 

23  

１１月１３日 

 ～ １６日 

１１月１８日 

松田町自然館「いのちの森づくり」感謝祭 

・場所：松田町自然館（神奈川県足柄上郡松田町） 

・作業：地盤造成、植樹指導 

・樹種：高中低木６０本 

・備考：「森づくり」講座＆「どんぐりクッキー」手作り・試食等実施。 

 

１０９，０１４円 

松田町自然館 

24 ２０１８年 

３月 ４日 

浜松市「～KALA プロジェクト」防潮森づくり 

・場所：静岡県浜松市 遠州灘 篠原工区４ 

・樹種・本数：高中低木６００本 

・備考：上記の内３３３本は、ホットケーキパーラーFru-Full 様の「い 

のちの森づくり友の会」基金へのご寄付を活用して寄贈。 

 ３２５，０８８円 

静岡県浜松市 

NPO法人縄文楽校他 

「～KALA プロジェクト」 

25 ２０１８年 

３月（随時） 

春の育樹～学校の森づくり／その他平塚市内・近隣地～ 

・場所：平塚市その他近隣の学校 （平塚盲学校、伊勢原高校他） 

・作業：育樹（除草） 

  ９６，７５７円 

各学校 

合計 １１，１７８，０４４円 

 

（注）・ＮＯ．３、５、７、９、１０、１３、１４、２０の８件の内、４，４４５本（２０１０年度からの累計２８，２００本） 

については、（株）サン・ライフ様からの寄附金を活用させて頂きました。 

   ・ＮＯ．９、１０、１３、１４、２０の５件の内、２，２６９本については、本田技研工業（株）様からのご寄附を活用 

させて頂きました。 

 

 
 

 

 

 

 


