
1 

 

２０１７．３．３１ 

横浜ゴム（株）様との連携取り組み （ご寄贈「苗木」の活用実績） 

（株）研進（障害者就業支援団体）／社会福祉法人進和学園 

２０１６年度（３３事案／植樹合計：７，１９７本 ⇒ 累計１４８事案／植樹合計：３０，１９９本） 

1.しんわルネッサンス 植栽地 補植 

 ・日程：４月１５日  

 ・場所：福祉工場・しんわルネッサンス（神奈川県平塚市）東側植栽地 

 ・樹種・本数：シャリンバイ２０本（茨城工場様の苗木） 

2.ＹＳ様 植樹用苗木 

 ・日程：４月２０日  

 ・場所：神奈川県小田原市 

 ・樹種・本数：マテバシイ１０本（新城工場様の苗木） 

3.平塚市立なでしこ小学校 緑地帯作り 

 ・日程：４月２１日  

 ・場所：平塚市立なでしこ小学校 校庭緑地帯 

 ・樹種・本数：ウバメガシ２２本、イヌツゲ５本、ヤツデ２本（平塚製造所様の苗木）、シモツ 

        ケ２２本、ムラサキシキブ１１本（茨城工場様の苗木）、イロハモミジ４本（新 

        城工場様の苗木）、合計６６本 

4.Ｂ＆Ｇ植樹リーダー研修会 植樹実習 

 ・日程：４月２６日  

 ・場所：社会福祉法人進和学園「しんわルネッサンス」畑斜面 

 ・樹種・本数：タブノキ６本（ヨコハマモールド様の苗木）、シラカシ４本、シャリンバイ２本 

       （平塚製造所様の苗木）、ウラジロガシ３本、アラカシ、シロダモ各２本（新城工 

        場様の苗木）、合計１９本 

5.ワタミ・手作り厨房東松山センター 植樹 

 ・日程：①４月２９日 ②１０月２８日  

 ・場所：埼玉県比企郡 

 ・樹種・本数：スダジイ５本（茨城工場様の苗木）、イヌツゲ７本（平塚製造所様の苗木）、 

        合計１２本 

6.第 11回湘南国際村めぐりの森植樹祭 苗木提供 

 ・日程：５月８日  

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：タブノキ２１８本、スダジイ、アラカシ、ウラジロガシ各１００本、オオシマザ 

        クラ３５本、ネズミモチ５５本、ヤブニケイ１０本、アオキ２０本、トベラ８ 

        本、合計６４６本（以上、平塚製造所様の苗木）、ウラジロガシ９５本（新城工 

        場様の苗木）、ヤブツバキ４０本、ムラサキシキブ１５本、ヤマモモ１４本（茨 

        城工場様の苗木）、合計８１０本 

7.湘南国際村めぐりの森 苗木補植 

 ・日程：５月８日、６月３日  

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 
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 ・樹種・本数：タブノキ２０本（茨城工場様の苗木）、ウラジロガシ２本、シロダモ１本（新城 

        工場様の苗木）、合計２３本 

8.スーパーしまむら駅前店 緑地帯 

 ・日程：５月１９日、１２月１３日（アカガシ１本捕植）  

 ・場所：スーパーしまむら駅前店（平塚市） 

 ・樹種・本数：アラカシ、ウラジロガシ、クチナシ、アカガシ各１本（新城工場様の苗木）、 

        シャリンバイ１本（平塚製造所様の苗木）、合計５本 

9.岩沼市第４回千年希望の丘植樹祭 

 ・日程：５月２８日 

 ・場所：岩沼市千年庫棒の丘（宮城県岩沼市） 

 ・樹種・本数：タブノキ１，８８０本、アラカシ６００本、ウラジロガシ１４０本、 

        合計２，６２０本 

 

10.浜松「～ＫＡＬＡプロジェクト」防潮森づくり植樹（第３回） 

 ・日程：５月２９日 

 ・場所：遠州灘海岸防潮林（静岡県浜松市） 

 ・樹種・本数：タブノキ１５０本、アラカシ、シラカシ、ウラジロガシ、ヤブツバキ各４０本、 

        アカガシ３０本、ネズミモチ、ヒメユズリハ、トベラ各２０本（新城工場様の 

        苗木）、スダジイ６０本、シャリンバイ４０本、ホルトノキ２０本（平塚製造所 

        様の苗木）、ムラサキシキブ、マサキ、ヤツデ各２０本（茨城工場様の苗木）、 

        合計５８０本 

11.掛川市・市民協働による希望の森づくり「潮騒の杜」植樹祭 

 ・日程：６月１１日 

 ・場所：遠州灘海岸防潮林（静岡県掛川市） 

 ・樹種・本数：スダジイ２００本、ネズミモチ、トベラ各１５０本、エノキ１００本（新城工場 

        様の苗木）、スダジイ１４０本、ヤマザクラ３５本（平塚製造所様の苗木）、 

        合計７７５本  

12.「いのちの森」苗木配布（東京・豊島区） 

 ・日程：６月１２日  

 ・場所：としまセンタースクエア（東京都豊島区） 

 ・樹種・本数：タブノキ１５本（茨城工場様の苗木） 

13.掛川市 海を守る植樹教育 苗木提供 

 ・日程：①６月６日（掛川市立千浜小学校） ②６月１８日（掛川市立第二小学校）  

 ・場所：静岡県掛川市 

 ・樹種・本数：イロハモミジ、ヤブツバキ各４０本、シロダモ、シャリンバイ各２５本（新城工 

        場様の苗木）、トベラ４７本（平塚製造所様の苗木）、合計１７７本 

14.浜松「～ＫＡＬＡプロジェクト」防潮森づくり植樹（第４回） 

 ・日程：６月１８日 

 ・場所：遠州灘海岸防潮林（静岡県浜松市） 

 ・樹種・本数：タブノキ２００本、スダジイ１４０本、アラカシ、ウラジロガシ各６０本、アカ 

        ガシ、シラカシ、マテバシイ、ネズミモチ、ヤブツバキ各４０本、トベラ２０本 

        （新城工場様の苗木）、シャリンバイ６０本、ムラサキシキブ２０本（茨城工 

        場様の苗木）、ホルトノキ、ヤツデ各２０本（平塚製造所様の苗木）、 

        合計８００本 
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15.平塚市立なでしこ小学校 緑地帯作り（第３回） 

 ・日程：６月２８日  

 ・場所：平塚市立なでしこ小学校 校庭緑地帯 

 ・樹種・本数：ウバメガシ４２本、ヤツデ４本（平塚製造所様の苗木）、タブノキ９本、シモツ 

        ケ、ムラサキシキブ各８本（茨城工場様の苗木）、ウラジロガシ、シロダモ各６ 

        本、サンゴジュ５本、ヤブニッケイ３本（新城工場様の苗木）、合計９１本 

16.出雲大社相模分祠（秦野市観光協会映画撮影用） 

 ・日程：７月１０日  

 ・場所：出雲大社相模分祠（神奈川県秦野市） 

 ・樹種・本数：タブノキ２０本（茨城工場様の苗木） 

17.開智学園 植樹イベント 

 ・日程：９月６日  

 ・場所：開智学園（埼玉県さいたま市） 

 ・樹種・本数：タブノキ１０本（茨城工場様の苗木）、ネズミモチ１０本（平塚製造所様の苗 

        木）、ウラジロガシ８本（新城工場様の苗木）、合計２８本 

18.国立市立第７小学校 

 ・日程：９月２３日  

 ・場所：国立市立第 7小学校 

 ・樹種・本数：ウラジロガシ５本（茨城工場様の苗木）、シロダモ、ヤブツバキ各４本（新城工 

        場様の苗木）、ネズミモチ３本（平塚製造所様の苗木）、合計１６本 

19.湘南国際村めぐりの森 苗木補植 

 ・日程：１０月 7日、１１月６日 、１１月１８日、１１月２５日 

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：タブノキ６０本（茨城工場様の苗木） 

20.里山ユニット 苗木提供 

 ・日程：１０月１7日  

 ・場所：「里山ユニット」用 

 ・樹種・本数：タブノキ５本（茨城工場様の苗木） 

21.進和学園 苗木捕植 

 ・日程：１０月２２日、１２月１３日／２０１７年１月１４日  

 ・場所：社会福祉法人進和学園・しんわルネッサンス 畑斜面  

 ・樹種・本数：アラカシ３０本、ウラジロガシ１０本（新城工場様の苗木）、タブノキ５本、ユズリ 

        ハ１本（茨城工場様の苗木）、合計４６本 

22.開成南小学校 苗木提供 

 ・日：１１月２日、１２月２日  

 ・場所：開成南小学校（神奈川県足柄上郡） 

 ・樹種・本数：タブノキ６０本（横浜モールド様の苗木）、ムラサキシキブ９本（茨城工場様の苗木）、   

        シロダモ８本（新城工場様の苗木）、合計７７本 

23.浜松「～KALAプロジェクト」防潮森づくり植樹（第５回）苗木提供 

 ・日程：１１月６日  

 ・場所：遠州灘海岸防潮林（静岡県浜松市） 

 ・樹種・本数：タブノキ１００本、シラカシ３０本（茨城工場様の苗木）、ウラジロガシ 
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        ３０本、ヤブツバキ２０本（新城工場様の苗木）、ウバメガシ２０本（三島 

         工場様の苗木）、合計２００本 

24.心のかたちアート展 

 ・日程：１１月７日～１３日  

 ・場所：ラスカ平塚店１階催事コーナー（展示販売会） 

 ・樹種・本数：イロハモミジ５本、ウラジロガシ１本（新城工場様の苗木）、合計 6本 

25.サン・ライフの杜 補植 

 ・日程：１１月１８日  

 ・場所：サン・ライフの杜（神奈川県小田原市久野） 

 ・樹種・本数：タブノキ８本、ヤブツバキ２本（茨城工場様の苗木）、合計１０本 

26.時ノ寿の森クラブ「いのちの森づくり」植樹祭 苗木提供 

 ・日程：１１月２０日  

 ・場所：時ノ寿の森 多目的広場（静岡県掛川市倉真） 

 ・樹種・本数：ヤブツバキ、イロハモミジ各１００個、スダジイ６０本、タブノキ６０本（茨城 

        工場様の苗木）、合計３２０本 

27.浜松「～KALAプロジェクト」防潮森づくり植樹（第 6回）苗木提供 

 ・日程：１１月２７日  

 ・場所：遠州灘海岸防潮林（静岡県浜松市） 

 ・樹種・本数：タブノキ１００本、シラカシ３０本（茨城工場様の苗木）、ウラジロガシ 

        ３０本、ヤブツバキ２０本（新城工場様の苗木）、ウバメガシ２０本（平塚製造所 

         様の苗木）、合計２００本 

28.松田町自然館「生き物を呼ぶ森」植樹イベント 苗木提供 

 ・日程：１２月１０日  

 ・場所：松田町自然館（神奈川県足柄上郡松田町） 

 ・樹種・本数：タブノキ８本（茨城工場様の苗木） 

29.里山ＢＯＮＳＡＩ 苗木提供 

 ・日程：２０１７年１月１４日  

 ・場所：「里山ＢＯＮＳＡＩ」用 

 ・樹種・本数：アラカシ１本（新城工場様の苗木） 

30．三ツ口の里山を守る会 苗木提供 

 ・日程：３月２日 

 ・場所：三重県熊野市三ツ口山 

 ・樹種・本数：ウバメガシ１２０本（平塚製造所様の苗木） 

31．ワタミの森 植樹 

 ・日程：３月１０日 

 ・場所：千葉県山武市 ワタミの森 

 ・樹種・本数：イロハモミジ２０本（新城工場様の苗木） 

32.浜松「～KALAプロジェクト」防潮森づくり植樹（第６回）苗木提供 

 ・日程：３月１２日  

 ・場所：遠州灘海岸防潮林（静岡県浜松市） 

 ・樹種・本数：タブノキ１００本（茨城工場様の苗木）、スダジイ８０本、ウラジロガシ３０本、 

        ヤブツバキ２０本（新城工場様の苗木）、合計２３０本 
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２０１５年度（２９事案／植樹合計：４，４１９本 ⇒ 累計１１５事案／植樹合計：２３，００２本） 

1.トヤマ平成の森 第 3回植樹祭  

 ・日程：４月１０日 

 ・場所：（株）トヤマ（神奈川県足柄上郡山北町）新社屋隣接敷地 

 ・樹種・本数：クチナシ２０本（茨城工場様の苗木） 

2.平塚ろう学校 苗木提供 

 ・日程：①４月１５日 ②４月１８日 ③６月９日  

 ・場所：神奈川県立平塚ろう学校 校庭緑地帯 

 ・樹種・本数：サンゴジュ６本、ホルトノキ８本、シャリンバイ１８本（以上、平塚製造所様の苗木）、 

         ムラサキシキブ１２本、ヤマブキ６本、シモツケ１０本（以上、茨城工場様の苗木）、コ 

         デマリ８本（新城工場様の苗木）、合計６８本 

3.ふるさと生命の森づくり植樹祭 苗木提供 

 ・日程：４月１８日  

 ・場所：鍬渓神社（兵庫県小野市下来町） 

 ・樹種・本数：アラカシ５７本、イロハモミジ１６本、ウラジロガシ８本、ムラサキシキブ６本、ネズミモ 

         チ４本（以上、茨城工場様の苗木）、トベラ３４本（新城工場様の苗木）、合計１２５本 

 ・備考：（１）シルキー生命の森づくり実行委員会主催 

      （２）地元の保育園：来住保育所に寄贈し園児達が中心に植樹。 

4.第 10回湘南国際村めぐりの森植樹祭 苗木提供 

 ・日程：５月１０日  

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：シラカシ２４０本、ウラジロガシ２００本、アラカシ、アカガシ、スダジイ各１００本、ネズ 

            ミモチ、シャリンバイ、トベラ、ムラサキシキブ、アオキ各２０本、合計８４０本（以上、平 

         塚製造所様の苗木）、アラカシ１４０本（新城工場様の苗木）、ネズミモチ４０本（茨城 

         工場様の苗木）、合計１，０２０本 

5.小田原総合ビジネス高校 苗木提供 

 ・日程：①５月２６日 ②６月２３日 ③７月９日 ④９月２９日  

 ・場所：神奈川県立小田原総合ビジネス高校 校庭緑地帯 

 ・樹種・本数：ウバメガシ１６本（ヨコハマモールド様の苗木）、ムラサキシキブ２４本、ネズミモチ３６ 

         本、シャリンバイ４０本（茨城工場様の苗木）、ホルトノキ２５本、ヤツデ１３本（平塚製 

         造所様の苗木）、サザンカ３本（三島工場様の苗木）、ヤブニッケイ２本（新城工場様 

         の苗木）、合計１５９本 

6.海岸防災林強化事業掛川モデル「希望の森づくり 沖之須植樹祭」 苗木提供 

 ・日程：６月１３日  

 ・場所：静岡県掛川市 沖之須海岸防災林 

 ・樹種・本数：タブノキ４４０本、ネズミモチ５０本、トベラ４０本（以上、新城工場様の苗木）、タブノキ 

         ４８０本、トベラ３５本（以上、茨城工場様の苗木）、タブノキ４４本（平塚製造所様の苗 

         木）、合計１，０８９本 

 ・備考：掛川市主催・時ノ寿の森クラブ共催  
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7.スーパー「しまむら」中里店 植栽コーナー 

 ・日程：７月２４日  

 ・場所：スーパー「しまむら」中里店 植栽コーナー（神奈川県平塚市） 

 ・樹種・本数：クチナシ１本（新城工場様の苗木）、サザンカ１本（三島工場様の苗木）、合計２本 

 ・備考：「しまむら」様にご購入頂いた苗木１２本の内の２本 

8.ワタミの森 植樹 

 ・日程：９月１０日  

 ・場所：千葉県山武市ワタミの森 

 ・樹種・本数：タブノキ２０本（茨城工場様の苗木） 

 ・備考：（１）郁文館夢学園の生徒が植樹 

     （２）公益財団法人 Save Earth Foundatin（ワタミ）様にご購入頂いた苗木１６０本 

        の内の２０本 

9.サン・ライフの杜 

 ・日程：９月２３日  

 ・場所：神奈川県小田原市久野 

 ・樹種・本数：トベラ２本（新城工場様の苗木） 

10.伊勢原養護学校 苗木提供 

 ・日程：１０月８日、１１月５日、１２月４日  

 ・場所：神奈川県立伊勢原養護学校 校庭緑地帯 

 ・樹種・本数：ネズミモチ２６本、ムラサキシキブ７本（茨城工場様の苗木）、シロダモ、ヤブニッケイ、 

         サンゴジュ各３本（新城工場様の苗木）、ヤツデ８本、クチナシ６本、シャリンバイ４本 

         （平塚製造所様の苗木）、合計６０本 

11.しんわルネッサンス 畑斜面 植樹 

 ・日程：１０月１０日、１７日、３１日、１１月２８日  

 ・場所：社会福祉法人進和学園・しんわルネッサンス 畑斜面（平塚市） 

 ・樹種・本数：シラカシ６０本、タブノキ２０本（平塚製造所様の苗木）、アラカシ６０本、ウラジロガシ 

         ２０本、タブノキ１５本、ヤブツバキ、シロダモ、ヤブニッケイ各４本（新城工場様の苗 

         木）、タブノキ２０本、スダジイ２０本、ヤマモモ、ユズリハ、ネズミモチ各５本（茨城工場 

         様の苗木）、ウバメガシ（三島工場様の苗木）８本、合計２５０本 

12.湘南平 植樹 

 ・日程：１０月１９日  

 ・場所：湘南平（南側「あじさい園」隣接地）（平塚市） 

 ・樹種・本数：ウバメガシ１５本（三島工場様の苗木）、ヤブツバキ８本（新城工場様の苗木）、マル 

         バシャリンバイ５本、ヤツデ４本（平塚製造所様の苗木）、シモツケ、ムラサキシキブ 

        各４本（茨城工場様の苗木）、合計４０本 

13.大正堂るーたんの森 植樹 

 ・日程：１０月１９日  

 ・場所：（株）家具の大正堂（相模原市） 

 ・樹種・本数：シロダモ１６本、ヤブニッケイ、ヤブツバキ各１０本、イロハモミジ５本（新城工場様の 

         苗木）、合計４１本 
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14.さいたま市立城北小学校  植樹祭 

 ・日程：１０月３１日  

 ・場所：さいたま市立城北小学校 

 ・樹種・本数：ムクノキ６２本（新城工場様の苗木）、ヤツデ４５本（平塚製造所様の苗木）、合計 

         １０７本 

15.湘南国際村 補植 

 ・日程：１１月６日  

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：シラカシ２０本（平塚製造所様の苗木）、アラカシ２０本（新城工場様の苗木）、シャリ 

         ンバイ、ムラサキシキブ各１０本（茨城工場様の苗木）、合計６０本 

16.展示用「里山ユニット」植栽苗木 

 ・日程：１１月９日  

 ・場所：不特定／アーバン・シード・バンク プロジェクト 

 ・樹種・本数：タブノキ１２本、アラカシ８本（茨城工場様の苗木）、合計２０本 

17.サン・ライフの杜 植樹 

 ・日程：１１月１７日、２０日  

 ・場所：「サン・ライフの杜」（小田原市久野字諏訪原） 

 ・樹種・本数：シラカシ６本、ヤツデ３本（平塚製造所様の苗木）、ウラジロガシ３本、イロハモミジ３ 

         本、アラカシ２本、（新城工場様の苗木）、シャリンバイ３本（茨城工場様の苗木）、合 

         計２０本 

18.国道 134号線唐ヶ原 砂防林植樹 

 ・日程：１１月２４日  

 ・場所：国道 134号線唐ヶ原沿道 南側 

 ・樹種・本数：タブノキ５３本（茨城工場様の苗木）、ヒメユズリハ５２本（新城工場様の苗木）、ウバ 

         メガシ１３本（平塚製造所様の苗木）、合計１１８本  

 

19.浜松「～KALAプロジェクト」防潮森づくり 植樹 

 ・日程：１１月２９日  

 ・場所：遠州灘海岸防潮林（静岡県浜松市） 

 ・樹種・本数：スダジイ５０本、アカガシ４０本、アラカシ、シラカシ、ウラジロガシ、マテバシイ各３０ 

         本、イチイガシ２０本、トベラ１０本（新城工場様の苗木）、タブノキ１００本、ネズミモチ、 

         ヤブツバキ、ユズリハ、シャリンバイ各２０本、ムラサキシキブ１０本（茨城工場様の苗 

         木）、ヤツデ１０本、ウバメガシ６本（平塚製造所様の苗木）、合計４４６本 

20.神奈川県立伊勢原高校 育樹 

 ・日程：１２月１８日  

 ・場所：神奈川県立伊勢原高校（神奈川県伊勢原市） 

 ・樹種・本数：ヤツデ５本（平塚製造所様の苗木） 

21.神奈川県立平塚ろう学校 補植 

 ・日程：１２月２２日  

 ・場所：神奈川県立平塚ろう学校 校庭緑地帯 

 ・樹種・本数：ウバメガシ６本、シャリンバイ、ネズミモチ各４本、ホルトノキ、ヤツデ各２本（平塚製   
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         造所様の苗木）、ヒメユズリハ、サンゴジュ各３本、イヌツゲ２本、ヤブニッケイ１本（新 

         城工場様の苗木）、合計２７本 

22.開成町「かいせい平成の杜」 補植      

 ・日程：２０１６年１月１３日  

 ・場所：開成南小学校／同校隣接公園（神奈川県足柄上郡開成町） 

 ・樹種・本数：タブノキ１０本（茨城工場様の苗木）、アラカシ１０本（新城工場様の苗木）、合計２０ 

         本 

23.シバタ植物園（イベント用） 

 ・日程：２月１０日  

 ・場所：シバタ植物園（埼玉県さいたま市見沼区） 

 ・樹種・本数：タブノキ２本（ヨコハマモールド様の苗木）、ムラサキシキブ８本（茨城工場様の苗木）、 

         合計１０本 

24.「里山 BONSAI」植栽苗木 

 ・日程：２月１５日  

 ・場所：不特定／アーバン・シード・バンク プロジェクト 

 ・樹種・本数：アラカシ９本（新城工場様の苗木） 

25.平塚市立太洋中学校 「いのちを守る森づくり」植樹式 

 ・日程：２月１９日  

 ・場所：平塚市立太洋中学校 

 ・樹種・本数：トベラ１９本、ムラサキシキブ１７本（茨城工場様の苗木）、ホルトノキ１５本、ヤツデ１ 

         本（平塚製造所様の苗木）、ヒメユズリハ１５本（新城工場様の苗木）、合計６７本 

26.朝日新聞 「地球教室」 参加賞 

 ・日程：２月２６日  

 ・場所：朝日新聞「地球教室」参加小学校 

 ・樹種・本数：ヤブツバキ４１本（新城工場様の苗木） 

27.浜松「～KALAプロジェクト」防潮森づくり 植樹 

 ・日程：３月６日  

 ・場所：遠州灘海岸防潮林（静岡県浜松市） 

 ・樹種・本数：タブノキ１００本、スダジイ５０本、アラカシ、シラカシ、ウラジロガシ、マテバシイ各３０ 

         本、アカガシ、ネズミモチ、ヤブツバキ各２０本、トベラ１０本（新城工場様の苗木）、シ 

          ャリンバイ２０本、ホルトノキ、ヤツデ各１０本（平塚製造所様の苗木）、合計３８０本 

28.しんわルネッサンス 植栽地 補植 

 ・日程：３月１２日、２１日  

 ・場所：福祉工場・しんわルネッサンス（神奈川県平塚市）東側植栽地 

 ・樹種・本数：トベラ２０本、クチナシ１０本（茨城工場様の苗木）、サンゴジュ１５本、ヒサカキ５本 

         （新城工場様の苗木）、イヌツゲ１０本（平塚製造所様の苗木）、合計６０本 

29.有馬高校 緑地帯作り 

 ・日程：①３月１５日 ②３月１８日  

 ・場所：神奈川県立有馬高校（神奈川県海老名市） 
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 ・樹種・本数：ヤブニッケイ、サンゴジュ各２本、ヤマザクラ１本（新城工場様の苗木）、シャリンバイ 

         ８本、マサキ、シモツケ、ネズミモチ各４本（茨城工場様の苗木）、ムラサキシキブ４本 

         （ヨコハマモールド様の苗木）、ヤツデ２本（平塚製造所様の苗木）、合計３１本 
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２０１４年度（３２事案／植樹合計：７，９８４本 ⇒ 累計８６事案／植樹合計：１８，５８３本） 

1.横浜市立汲沢中学校 苗木提供 

 ・日程：４月４日  

 ・場所：横浜市立汲沢中学校・校庭 

 ・作業：補植 

 ・樹種・本数：クチナシ１３本、ヤツデ１０本（以上、平塚製造所様の苗木）、ムラサキシキブ１１本、 

     ヤマブキ５本（以上、茨城工場様の苗木）、合計３９本 

2.しまむらストアー緑地帯 植樹 

 ・日程：①４月３日 ②４月１７日  

 ・場所：①しまむらストアー旭店 ②同ストアー田村店（平塚市） 

 ・樹種・本数：イヌツゲ１２本、ヤツデ・トベラ各６本、ウバメガシ４本（以上、平塚製造所様の苗木）、 

     コデマリ６本、シモツケ・ネズミモチ各５本、トキワマンサク（以上、新城工場様の苗木）、合計 

     ４７本 

3.ふるさと生命の森づくり植樹祭 苗木提供 

 ・日程：４月１９日  

 ・場所：鍬渓神社（兵庫県小野市）シルキー生命の森 

 ・樹種・本数：アラカシ３００本、シラカシ２２２本（以上、新城工場様の苗木）、ウバメガシ１３４本、ト 

     ベラ３８本、クチナシ・シモツケ・シャリンバイ各２８本、イロハモミジ２０本（以上、平塚製造所 

     様の苗木）、合計７９８本 

4.湘南国際村めぐりの森植樹祭 苗木提供 

 ・日程：５月６日  

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：タブノキ１００本、シラカシ・ネズミモチ各６０本（以上、新城工場様の苗木）、シャリン 

     バイ３０本、トベラ１０本（以上、平塚製造所様の苗木）、合計２６０本 

5.岩沼市・千年希望の丘植樹祭 苗木提供 

 ・日程：５月３１日  

 ・場所：宮城県岩沼市・千年希望の丘 

 ・樹種・本数：タブノキ１，５００本（茨城工場様の苗木） 

6.はばたき進和 植樹祭 苗木提供 

 ・日程：６月１２日  

 ・場所：神奈川県平塚市土屋 社会福祉法人進和学園・はばたき進和 

 ・樹種・本数：ヤツデ２１０本・シャリンバイ１００本（以上、平塚製造所様の苗木）、ネズミモチ１１０ 

     本・イチイガシ６０本（以上、新城工場様の苗木）、ムラサキシキブ２０本（茨城工場様の苗 

     木）、合計５００本 

7.国道１３４号線沿道高浜台北 補植 苗木提供 

 ・日程：６月２４日  

 ・場所：国道１３４号線沿道高浜台北（神奈川県平塚市） 

 ・樹種・本数：シャリンバイ４０本（平塚製造所様の苗木）、ネズミモチ４０本（新城工場様の苗木）、 

     ウバメガシ４０本（三島工場様の苗木）、合計１２０本 
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8.ワタミ手づくり厨房東松山センター植樹祭 苗木提供 

 ・日程：６月２８日  

 ・場所：埼玉県比企郡滑川町 ワタミ手づくりマーチャンダイジング（株）東松山センター 

 ・樹種・本数：ネズミモチ２０本（茨城工場様の苗木） 

9.神奈川県立秦野曽屋高校 補植 

 ・日程：７月４日  

 ・場所：神奈川県立秦野曽屋高校（神奈川県秦野市） 

 ・樹種・本数：トベラ２本（新城工場様の苗木） 

10.サン・ライフの杜 補植 

 ・日程：７月１７日  

 ・場所：サン・ライフの杜（神奈川県小田原市久野） 

 ・樹種・本数：ホルトノキ、イロハモミジ、ネズミモチ各４本（平塚工場様の苗木）、アラカシ３本（新城 

     工場様の苗木）、合計１５本 

11.岩沼＆南相馬 補植 （東北復興支援） 

 ・日程：①９月３日（岩沼） ②１０月１１日（南相馬） ③１０月１６日（岩沼） 

 ・場所：宮城県岩沼市・千年希望の丘／福島県南相馬市 

 ・樹種・本数：シラカシ１９８本、タブノキ１６０本、アラカシ、スダジイ各７２本、合計５０２本（茨城工 

     場様の苗木） 

12.ふるさと生命の森（シルキーの森） 補植 

 ・日程：９月６日  

 ・場所：鍬渓神社（兵庫県小野市下来町） 

 ・樹種・本数：ホルトノキ１８０本（平塚工場様の苗木）、イチイガシ１２０本（新城工場様の苗木）、合 

     計３００本 

 ・備考：来住保育所に寄贈 

13.開成町「かいせい平成の杜」 補植 

 ・日程：９月１１日  

 ・場所：開成南小学校／同校隣接公園（神奈川県足柄上郡開成町） 

 ・樹種・本数：ヤツデ５本（平塚工場様の苗木） 

14.県営まつぶし緑の丘公園（松伏町Ｂ＆Ｇ海洋センター）植樹祭 

 ・日程：９月２７日  

 ・場所：埼玉県北葛飾郡松伏町「県営まつぶし緑の丘公園） 

 ・樹種・本数：アカガシ６０本、クチナシ２５本（以上、平塚工場様の苗木）、ムラサキシキブ８本（茨 

     城工場様の苗木）、合計９３本 

15.豊島区・グリーンとしま再生プロジェクト 苗木提供 

 ・日程：１０月３日  

 ・場所：東京都豊島区（区民への配布用の苗木） 

 ・樹種・本数：シロダモ７９本（新城工場様の苗木）、シモツケ８本（茨城工場様の苗木）、合計８７本 

16.横浜市立深谷台小学校 里山の森事業 苗木提供  

 ・日程：１０月９日  
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 ・場所：横浜市立深谷台小学校（横浜市） 

 ・樹種・本数：ヤブニッケイ６本、ヒメユズリハ３本（以上、新城工場様の苗木）、ムラサキシキブ２本 

     （茨城工場様の苗木）、合計１１本 

17.逗子市第一運動公園・蘆花記念公園・久木小学校 苗木提供 

 ・日程：１０月９日、３１日  

 ・場所：神奈川県逗子市第一運動公園・蘆花記念公園（旧脇村邸）・逗子市立久木小学校 

 ・樹種・本数：ムラサキシキブ８５本、クチナシ１５本、シャリンバイ１０本（以上、茨城工場様の苗 

     木）、ヒメユズリハ４５本、サンゴジュ４０本（以上、新城工場様の苗木）、ホルトノキ５本（平塚 

     工場様の苗木）、合計２００本 

18.Ｂ＆Ｇ 葉山海洋クラブ「豊かな海を育む森づくり」 苗木提供 

 ・日程：１０月１０日  

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（森と畑の学校／横須賀市） 

 ・樹種・本数：タブノキ４２本、スダジイ３２本、ウラジロガシ１１本、シロダモ１０本（以上、新城工場 

     様の苗木）、ムラサキシキブ８本（茨城工場様の苗木）、合計１０３本 

19.第 6回くくのちのモリプロジェクト植樹祭 苗木提供 

 ・日程：１０月１８日  

 ・場所：多摩美術大学八王子キャンパス 

 ・樹種・本数：タブノキ３５本、ムクノキ２０本（以上、新城工場様の苗木）、シラカシ４２本（平塚工場 

     様の苗木）、サザンカ４本（三島工場様の苗木）、合計１０１本 

20.Ｍ Ｆ様（個人） 苗木利用 

 ・日程：１０月２２日  

 ・場所：東京都世田谷区 

 ・樹種・本数：マンリョウ、センリョウ、ムラサキシキブ、ヤマブキ各１本（以上、新城工場様の苗木）、 

     合計４本 

21.平塚市立太洋中学校 第２回「いのちを守る森づくり植樹式」 苗木提供  

 ・日程：１０月２９日  

 ・場所：平塚市立太洋中学校（平塚市） 

 ・樹種・本数：タブノキ１５８本、ヤブツバキ６０本、ムラサキシキブ２１本（以上、茨城工場様の苗 

     木）、トベラ７３本、ネズミモチ４０本、サンゴジュ２４本（以上、新城工場様の苗木）、合計３７ 

     ６本 

 

22.湘南国際村めぐりの森 補植／苗木提供 

 ・日程：１１月９日、１２月１２日  

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：タブノキ、アカガシ、スダジイ各５０本、トベラ２５本（以上、新城工場様の苗木）、タブ 

     ノキ３０本、アラカシ２０本、スダジイ１０本、ネズミモチ２５本（茨城工場様の苗木）、合計 

     ２６０本 

23.サン・ライフの杜 補植 

 ・日程：１１月１４日、１７日  

 ・場所：サン・ライフの杜（神奈川県小田原市久野） 
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 ・樹種・本数：ホルトノキ、イヌツゲ各３本、ヤツデ２本（以上、平塚工場様の苗木）、アラカシ５本、タ 

     ブノキ３本（以上、茨城工場様の苗木）、タブノキ５本（新城工場様の苗木）、合計２１本 

24.ＹＵ様（個人） 苗木利用 

 ・日程：１１月１５日  

 ・場所：平塚市真田 

 ・樹種・本数：ヤマザクラ８１本、マサキ２７本、ネズミモチ２４本、ムラサキシキブ２１本、ヤブツバキ 

     ２０本、シモツケ１１本（以上、茨城工場様の苗木）、タブノキ６０本、ウラジロガシ、トベラ各１ 

     ６本（以上、新城工場様の苗木）、クチナシ２０本、ヤツデ１１本（以上、平塚製造所様の苗 

     木）、合計３０７本 

25.どんぐりブラザーズと植樹大作戦 

 ・日程：１１月２３日  

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：アラカシ１２０本、ネズミモチ３０本、ムラサキシキブ、ヤブツバキ各２０本、スダジイ２ 

     本、シャリンバイ、ムラサキシキブ各１本（以上、茨城工場様の苗木）、ウラジロガシ１００本、 

     ヒメユズリハ１５本、トベラ１０本、アラカシ２本、ウラジロガシ、ヒメユズリハ各１本（以上新城 

     工場様の苗木）、タブノキ２本（三島工場様の苗木）、合計３２５本 

26.平塚盲学校 苗木提供 

 ・日程：１１月２７日  

 ・場所：神奈川県立平塚盲学校（平塚市） 

 ・樹種・本数：シャリンバイ３０本、シモツケ３本（以上、茨城工場様の苗木）、トベラ、ネズミモチ各 

     ２０本（以上、新城工場様の苗木）、ウバメガシ１０本、サザンカ２本（以上、三島工場様の苗 

     木）、ウバメガシ２０本（平塚製造所様の苗木）、合計１０５本 

27.ワタミ手づくり厨房東松山センター植樹祭 苗木提供 

 ・日程：１１月２８日  

 ・場所：埼玉県比企郡滑川町 ワタミ手づくりマーチャンダイジング（株）東松山センター 

 ・樹種・本数：トベラ１０本（新城工場様の苗木） 

28.国道１３４号線唐ヶ原沿道防砂林 苗木提供 

 ・日程：１１月２９日  

 ・場所：国道１３４号線唐ヶ原沿道南側 

 ・樹種・本数：ネズミモチ６０本、シャリンバイ４０本、（以上、茨城工場様の苗木）、合計１００本 

 ・備考：神奈川県平塚土木事務所主催 

29.神奈川県防災備蓄倉庫植栽地 補植 

 ・日程：１月１３日  

 ・場所：神奈川県防災備蓄倉庫（平塚市北豊田） 

 ・樹種・本数：トベラ１５本（新城工場様の苗木）、シャリンバイ１５本（平塚製造所様の苗木）、合計 

     ３０本 

 ・備考：神奈川県平塚土木事務所との連携 

30.神奈川県立平塚ろう学校 植樹イベント 苗木提供 

 ・日程：３月２４日  

 ・場所：神奈川県立平塚ろう学校 校庭緑地帯 
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 ・樹種・本数：ムラサキシキブ６本、ネズミモチ、シモツケ各５本（以上茨城工場様の苗木）、トベラ５ 

     本（新城工場様の苗木）、合計２１本 

31.南相馬市鎮魂復興市民植樹祭 苗木提供 

 ・日程：３月２９日  

 ・場所：福島県南相馬市原町区萱浜 

 ・樹種・本数：タブノキ５００本、シラカシ４８０本、スダジイ４６０本、アラカシ２８０本、合計１，７２０本 

     （茨城工場様の苗木） 

32.しまむらストアー（スーパー）田村店 補植 

 ・日程：３月３０日  

 ・場所：しまむらストアー田村店（平塚市）緑地帯  

 ・樹種・本数：トベラ２本（新城工場様の苗木） 
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２０１３年度（２３事案／植樹合計：４，７０１本 ⇒ 累計５４事案／植樹合計：１０，５９９本） 

１．ブルーベリーガーデン旭植樹祭 

 ・日程：２０１３年４月１３日 

 ・場所：ブルーベリーガーデン旭（神奈川県足柄上郡大井町山田） 

 ・樹種・本数：アラカシ２０本、シラカシ１５本、ウバメガシ・クチナシ・シャリンバイ・ヤツデ・ホルトノキ 

         各５本、合計６０本 

2．しぜんの国保育園・くくのちのモリプロジェクト植樹祭 

 ・日程：２０１３年５月１８日 

 ・場所：社会福祉法人東香会・しぜんの国保育園（東京都町田市忠生） 

 ・樹種・本数：ヤツデ９本、クチナシ、シャリンバイ各４本、トチノキ、ホルトノキ、ウバメガシ、 

         イヌツゲ各３本、合計２９本 

3．鳥海塩神社・みんなの鎮守の森植樹祭 

 ・日程：２０１３年７月７日 

 ・場所：鳥海塩神社（宮城県亘理郡亘理町） 

 ・樹種・本数：ヤツデ１１本 

4．逗子市立久木小学校＆蘆花記念公園植樹イベント 

 ・日程：２０１３年９月１７日 

 ・場所：神奈川県逗子市立久木小学校＆蘆花記念公園（旧脇村邸） 

 ・樹種・本数：クチナシ１５本、アラカシ、シラカシ、アカガシ、ヤツデ各１０本、合計５５本 

5．「グリーンとしま」再生プロジェクト 

 ・日程：２０１３年９月２７日 

 ・場所：東京都豊島区 

 ・樹種・本数：クチナシ１５本（区民への苗木配布） 

6．「学校林と鎮守の森づくり」植樹祭 

 ・日程：２０１３年１０月４日 

 ・場所：神奈川県秦野市 渋沢中学校・渋沢神社 

 ・樹種・本数：シラカシ３７１本、ヤツデ６９本、合計４４０本 

7．鎮魂の森 南相馬市復興市民植樹祭 

 ・日程：２０１３年１０月６日 

 ・場所：福島県南相馬市（いのちを守る森の防潮堤） 

 ・樹種・本数：タブノキ１，２６０本、シラカシ８００本、アラカシ３２０本、モチノキ５０本、合計２，４３０ 

         本（茨城工場様ご寄贈分より提供） 

8．第 5回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

 ・日程：２０１３年１１月１０日 

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：アラカシ１００本（三島工場様の苗木）、シャリンバイ・トベラ各２０本、合計１４０本 

9．サン・ライフの杜 補植 

 ・日程：２０１３年１１月１１日 
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 ・場所：神奈川県小田原市久野「サン・ライフの杜」 

 ・樹種・本数：アラカシ１０本（三島工場様の苗木）、ホルトノキ５本、ヤツデ５本、合計２０本 

10．しぜんの国保育園植樹イベント 

 ・日程：２０１３年１１月１６日 

 ・場所：しぜんの国保育園（東京都町田市） 

 ・樹種・本数：クチナシ１４本、シャリンバイ６本、シモツケ１６本（新城工場様の苗木）、合計３６本 

11．多摩美術大学八王子キャンパス植樹祭 

 ・日程：２０１３年１１月１６日 

 ・場所：多摩美術大学八王子キャンパス（主催：くくのちのモリプロジェクト） 

 ・樹種・本数：ホルトノキ１４本、ウバメガシ・シャリンバイ・ヤツデ各１０本、クチナシ６本、合計５０本 

12．マテバシイどんぐり倶楽部 植樹 

 ・日程：２０１３年１１月１７日 

 ・場所：鹿児島県霧島市牧園町高千穂 

 ・樹種・本数：マテバシイ１０本（三島工場様の苗木） 

13．小田原荻窪森林再生プロジェクト植樹祭 

 ・日程：２０１３年１１月２３日 

 ・場所：小田原市荻窪 4381付近 

 ・樹種・本数：アラカシ１１５本（三島工場様の苗木）、ホルトノキ１０本、合計１２５本 

14.開成町「かいせい平成の杜」補植 

 ・日程：２０１３年１２月５日  

 ・場所：開成南小学校隣接公園（神奈川県足柄上郡開成町） 

 ・樹種・本数：ホルトノキ１０本、ヤツデ５本、合計１５本 

15.伊豆縦貫道植栽（大日コンサルタント株式会社様） 

 ・日程：２０１４年１月３１日（納品日）  

 ・場所：伊豆縦貫道・三島玉沢インターチェンジ（静岡県三島市竹倉） 

 ・樹種・本数：イヌツゲ１０本 

16.国立神奈川病院「千年の森」植樹祭 

 ・日程：２０１４年２月２２日  

 ・場所：国立神奈川病院（神奈川県秦野市落合） 

 ・樹種・本数：アラカシ３２０本、サンゴジュ１２０本、ネズミモチ８０本（以上５２０本：新城工場様の 

         苗木）、タブノキ１００本（茨城工場様の苗木）、合計６２０本 

17.掛川市大淵海岸他防災林 植樹会（NPO法人時ノ寿の森クラブ様） 

 ・日程：２０１４年２月２７日（納品日）  

 ・場所：掛川市大淵海岸（静岡県掛川市） 

 ・樹種・本数：ネズミモチ１３０本（新城工場様の苗木） 

18．小田原荻窪森林再生プロジェクト 補植 

 ・日程：２０１４年３月７日 

 ・場所：小田原市荻窪 4381付近 
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 ・樹種・本数：シャリンバイ６０本、ウバメガシ６０本、ホルトノキ３０本（以上、平塚製造所様の苗木）、 

         アラカシ３０本（新城工場様の苗木）、マテバシイ１５本（三島工場様の苗木）、 

         合計１９５本 

19.「グリーンとしま」再生プロジェクト 

 ・日程：２０１４年３月８日 

 ・場所：東京都豊島区「みらい館大明」 

 ・樹種・本数：クチナシ２５本（区民への苗木配布） 

20．Ｍ Ｋ様（個人ご購入） 

 ・日程：２０１４年３月１２日 

 ・場所：兵庫県三田市 

 ・樹種・本数：サンゴジュ２本（新城工場様の苗木） 

21．平塚市立太洋中学校「いのちを守る森づくり」植樹式 

 ・日程：２０１４年３月１７日 

 ・場所：平塚市立太洋中学校 校庭 

 ・樹種・本数：ホルトノキ３０本、トベラ１０本、クチナシ５本、ヤツデ３本（以上、平塚製造所様の苗 

     木）、サンゴジュ３０本、ネズミモチ１３本（以上、新城工場様の苗木）、マテバシイ１０本（三 

     島工場様の苗木）、合計１０１本 

22．しまむらストアー緑地帯 植樹 

 ・日程：２０１４年３月２５日 

 ・場所：しまむらストアー長持店（平塚市）緑地帯 

 ・樹種・本数：トベラ１０本、マンリョウ５本、ヤツデ２本（以上、平塚製造所様の苗木）、コデマリ３本、 

     源平シモツケ３本（以上、新城工場様の苗木）、サザンカ４本（三島工場様の苗木）、 

     合計２７本 

23．湘南国際村めぐりの森 補植 

 ・日程：２０１４年３月２８日 

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：シラカシ３５本、シャリンバイ３０本（以上、平塚製造所様の苗木）、タブノキ５０本、 

         アラカシ２０本（以上、新城工場様の苗木）、アラカシ２０本（三島工場様の苗木）、 

         合計１５５本 
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２０１２年度（１８事案／植樹合計：１，９４１本 ⇒ 累計３１事案／植樹合計：５，８９８本） 

１．アーサーホーランド師と「いのちの森づくり」植樹祭 

・日程：２０１２年４月７日 

・場所：ブルーベリーガーデン旭（神奈川県足柄上郡） 

・樹種・本数：ヤツデ１０本、マンリョウ１０本、ジンチョウゲ５本、ヤマブキ５本、合計３０本 

・備考：アーサーホーランド牧師講演会と合わせ実施 

２.ふるさと生命の森づくり植樹祭 苗木提供 

・日程：２０１２年４月２１日 

・場所：鍬渓神社（兵庫県小野市下来町） 

・樹種・本数：シラカシ４００本、サツキ１２本、ツツジ９本、合計４２１本 

・備考：シルキー生命の森づくり実行委員会主催 

     保育園（来住保育所－小野市－）に寄贈し園児が植樹。 

３．川崎市立西生田小学校植樹 

・日程：２０１２年４月２４日 

・場所：川崎市立西生田小学校校庭 

・樹種・本数：シラカシ２５本、アラカシ１５本、ヤツデ１０本、マンリョウ１０本、合計６０本 

４．第５回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

 ・日程：２０１２年５月１３日（当初予定の３日が大雨のため中止となり、１３日に植樹） 

 ・主催：協働参加型めぐりの森づくり推進会議、NPO法人国際ふるさとの森づくり協会 

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：シラカシ３００本 

５．多摩美術大学八王子キャンパス植樹祭 

 ・日程：２０１２年５月１９日 

 ・主催：くくのちノモリプロジェクト 

 ・場所：多摩美術大学八王子キャンパス 

 ・樹種・本数：マンリョウ６本、ヤツデ４本、合計１０本 

６．秦野曽屋高校植樹体験授業 

 ・日程：２０１２年６月７日 

 ・場所：神奈川県立秦野曽屋高校校庭２ヵ所 

 ・樹種・本数：マンリョウ５本、ツツジ５本、ヤツデ１０本、合計２０本 

７．「グリーンとしま」再生プロジェクト苗木配布 

 ・日程：２０１２年６月１７～１８日 

 ・主催：豊島区環境政策課 

 ・場所：豊島区民センター 

 ・樹種・本数：マンリョウ７３本 

８．国立神奈川病院植樹祭 

 ・日程：２０１２年７月２９日 
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 ・主催：千年の杜をつくる会／世話人：出雲大社相模分祠 

 ・場所：国立神奈川病院（秦野市落合） 

 ・樹種・本数：サツキ３０本、ツツジ２５本、合計５５本 

９．区制 80周年記念「世田谷いのちの森づくり植樹祭」 

 ・日程：２０１２年９月９日 

 ・主催：世田谷区、毎日新聞、国土緑化推進機構他 

 ・場所：二子玉川公園（世田谷区上野毛） 

 ・樹種・本数：サツキ１０本、ヤツデ７本、マンリョウ４本、合計２１本 

１０．掛川市・新病院記念植樹祭 

 ・日程：２０１２年１０月２７日 

 ・主催：中東遠総合医療センター植樹祭実行委員会／共催：時ノ寿の森クラブ他 

 ・場所：中東遠総合医療センター（静岡県掛川市） 

 ・樹種・本数：シラカシ３２０本 

１１．第６回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

 ・日程：２０１２年１１月１０日 

 ・主催：協働参加型めぐりの森づくり推進会議、NPO法人国際ふるさとの森づくり協会 

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：シラカシ１２０本 

１２．多摩美術大学八王子キャンパス植樹祭 

 ・日程：２０１２年１１月１７日 

 ・主催：くくのちノモリプロジェクト 

 ・場所：多摩美術大学八王子キャンパス 

 ・樹種・本数：ヤツデ１０本、マンリョウ５本、合計１５本 

１３．「サン・ライフの杜」補植＆植樹イベント 

 ・日程：①２０１２年１０月３１日 ②２０１２年１１月２０日 

 ・場所：神奈川県小田原市久野字諏訪原 

 ・樹種・本数：ヤツデ１０本 

 ・「かながわ森林再生 50年構想」に基づく活動 

１４．「しんわルネッサンス」補植 

 ・日程：２０１２年１１月２９日 

 ・場所：社会福祉法人進和学園「しんわルネッサンス」（平塚市上吉沢） 

 ・樹種・本数：マンリョウ、ヤツデ各８０本、合計１６０本 

１５．なおび幼稚園創立 50周年記念植樹祭 

 ・日程：２０１３年３月７日 

 ・場所：なおび幼稚園（東京都小平市） 

 ・樹種・本数：マンリョウ１０本 

１６．水口邸植栽 

 ・日程：２０１３年３月９日 
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 ・場所：横浜市戸塚区 

 ・樹種・本数：マンリョウ７本、ヤツデ１４本、合計２１本 

１７．「グリーンとしま」再生プロジェクト植樹祭 

 ・日程：２０１３年３月２０日 

 ・場所：池袋本町電車の見える公園（東京都豊島区） 

 ・樹種・本数：シラカシ４０本、タブノキ２０本、ヤツデ１５本、クチナシ１０本、ヤマブキ・マサキ各５本、 

            合計９５本 

１８．掛川市立総合病院・感謝と希望の植樹祭 

 ・日程：２０１３年３月２４日 

 ・場所：掛川市立総合病院（静岡県掛川市） 

 ・樹種・本数：シラカシ１００本、アラカシ８０本、タブノキ２０本、合計２００本 
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２０１１年度（１０事案／植樹合計：２，０５７本） ⇒ 累計１３事案／植樹合計：３，９５７本 

１．「時ノ寿の森」（掛川市）植樹祭 

 ・日程：２０１１年４月３０日 

 ・主催：ＮＰＯ法人時ノ寿の森クラブ、毎日新聞社 他 

 ・場所：静岡県掛川市 

 ・樹種・本数：シラカシ１００本、アラカシ１００本、合計２００本 

  

２．第３回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

 ・日程：２０１１年５月１日 

 ・主催：協働参加型めぐりの森づくり推進会議、NPO法人国際ふるさとの森づくり協会 

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：シラカシ３００本、アラカシ：１００本、合計４００本 

 

３．横浜市立新羽中学校植樹祭 

 ・日程：２０１１年５月９日 

 ・主催：横浜市立新羽中学校、毎日新聞社 

 ・場所：横浜市立新羽中学校 

 ・樹種・本数：シラカシ２００本、アラカシ４０本、合計２４０本 

４．「グリーンとしま」再生プロジェクト植樹祭 

 ・日程：２０１１年５月２２日 

 ・主催：「グリーンとしま」再生プロジェクト実行委員会、毎日新聞社 他 

 ・場所：東長崎はらっぱ公園（東京都豊島区） 

 ・樹種・本数：シラカシ２４０本、アラカシ４０本、合計２８０本 

 

５．第２回小田原荻窪森林再生プロジェクト植樹祭 

 ・日程：２０１１年６月１８日 

 ・主催：進和学園いのちの森づくり友の会 

 ・場所：小田原市荻窪 4381付近 

 ・樹種・本数：シラカシ１００本 

 ・備考：「かながわ森林再生５０年構想」に基づく植樹。 

     （社）国土緑化推進機構の助成を得て実施。 

６．Present Tree for 湘南国際村めぐりの森 

 ・日程：２０１１年９月１７日 

 ・主催：協働参加型めぐりの森づくり推進会議 

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：シラカシ３６０本 

７．第４回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

 ・日程：２０１１年１１月６日 

 ・主催：協働参加型めぐりの森づくり推進会議、NPO法人国際ふるさとの森づくり協会 

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：シラカシ６０本、アラカシ・スダジイ・タブノキ：各３０本、合計１５０本 
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８．熊谷市植樹祭 

 ・日程：２０１１年１１月６日 

 ・主催：熊谷ふるさとの森づくりの会 

 ・場所：熊谷さくら運動公園（埼玉県熊谷市） 

 ・樹種・本数：シラカシ２４０本 

９．国道１３４号線千石河岸（平塚市）側道補植 

 ・日程：２０１１年１２月１５日 

 ・主催：進和学園いのちの森づくり友の会 

 ・場所：国道１３４号線千石河岸（平塚市）側道 

 ・樹種・本数：シラカシ１５本、マンリョウ１５本、ヤツデ１５本、合計４５本 

 ・備考：神奈川県平塚土木事務所との連携による活動 

 

１０．国道１３４号線高浜台（平塚市）沿道植樹 

 ・日程：２０１２年３月２６日 

 ・主催：神奈川県平塚土木事務所 

 ・場所：国道１３４号線高浜台（平塚市）沿道北側防砂林 

 ・樹種・本数：タブノキ１８本、マサキ２４本、合計４２本 

 ・備考：神奈川県平塚土木事務所による優先発注４００本の一部 
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２０１０年度 （３事案／植樹合計：１，９００本） 

１．小田原荻窪森林再生プロジェクト植樹祭 

 ・日程：２０１０年１１月２日 

 ・主催：進和学園いのちの森づくり友の会 

 ・場所：小田原市荻窪 4381付近 

 ・樹種・本数：シラカシ３００本、アラカシ１００本、合計４００本 

 ・備考：「かながわ森林再生５０年構想」に基づく植樹。 

     （社）国土緑化推進機構より助成を得て実施。 

２．第２回湘南国際村めぐりの森植樹祭 

 ・日程：２０１０年１１月１３日 

 ・主催：協働参加型めぐりの森づくり推進会議、NPO法人国際ふるさとの森づくり協会 

 ・場所：湘南国際村めぐりの森（横須賀市） 

 ・樹種・本数：シラカシ７００本、アラカシ：７００本、合計１，４００本 

 
３．国道１３４号線千石河岸（平塚市）側道植樹 

 ・日程：２０１０年１２月１５日 

 ・主催：進和学園いのちの森づくり友の会 

 ・場所：国道１３４号線千石河岸（平塚市）側道 

 ・樹種・本数：シラカシ１００本 

 ・備考：神奈川県平塚土木事務所との連携による植樹 

以 上 


