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広がるみどりづくり
新しいご協力のムーブメント

21 世紀は環境の時代とも言われていますが、今や世界が地球環境を考え、政治の世界でも経済の世界でも環境に
関するさまざまな取り組みが行われています。なかでもCO2 削減のための吸収源として森林に代表されるみどりの
果たす役目については、あらためてその重要性が認識され、私たち一人ひとりが日々の生活の中でも考えるほど、そ
の意識は高まっています。
そうした中、当委員会の活動に賛同され、ご協力をいただけるケースが広まりをみせていることは、当グリーン
えっせんす第24 号の特集 ｢募金活動にも新しい波が生まれています｣でもご紹介したところですが、こういった広
まりはその後も止むことなく、これまでになかったような分野にまで渡っています。そんな新たなご協力の中から、
３件の事例にスポットを当て、ご紹介したいと思います。今号ではこれに携わって下さっている３組の方にご登場
いただき、
インタビューを通じたみどりづくりへの思いをお伝えしたいと思います。

消費問題からみどりへ◆カーボンオフセット・コンサートを開催しました。
ダボハゼのぺぺさん（石渡治康さん）
司会
石渡さんは、
昨年３月までは県の消費者問題等を扱う
部署でお仕事をされておられ、また、プライベートで
は“ダボハゼのぺぺ”
というお名前でユニークな舞台
活動をされていますね。
石渡さん
はい。
10 年前からシャンソンを習い始めまして、その
後、パントマイムや指笛、口上、売り声漫談などのパ
フォーマンスも習得しました。
いろいろな演技を習得
するものですからね、ダボハゼってほら、なんでも食
いついちゃうでしょう。それで付けた名前なのです。
ぺぺというのは映画「望郷」
の主人公の名前からもら
いました。
司会
ではこれからはぺぺさんと呼ばせていただきます。
ぺ
ぺさんからご協力をいただいたのは昨年４月頃でし
た。
ぺぺさん
そうでしたね。
実は昨年３月、
定年を直前にし、
先ほど
お話しした音楽やパフォーマンス、
消費( 者) 問題等を
織り交ぜた内容で、
初めてのソロコンサートを行った
のです。
その時に来てくださった皆さんに、
「排出した
二酸化炭素を別の削減方策で相殺し、
地球温暖化防止
に取り組もう！」
と、
チャリティを呼びかけまして、
二
酸化炭素の吸収機能がある森林の整備に充ててもら
おうと計画したのです。
司会
会場は満席になったそうですね。
またそこに集まった
皆さん、
ほとんど全員が趣旨に賛同しチャリティに協
力されたと伺っています。しかしなぜ、コンサートで
そういった呼びかけを行おうと思われたのですか？
それもみどりのために。
ぺぺさん
私は当時、消費者センターに勤務しておりました。消
費生活は、環境問題と切り離すことはできません。そ
のようなわけで、関連してみどりを増やすことや、二
酸化炭素の削減の重要性に無関心ではいられなく
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昨年３月、千葉県文化会館にて行われたカーボンオフセット・コ
ンサートの模様。見事なパフォーマンスを披露するぺぺさん

なったのです。
そこで自分のコンサートを開催するに
あたり、
皆さんにもみどりのことを少しでも考えても
らえる機会になればと思い、
それにはどうしたらよい
かと熟考しました。
チャリティといっても寄付される
方も今は意識が高いですからね。それで、削減で考え
ついたのがカーボンオフセットです。
自分が排出した
二酸化炭素をみどりによって埋め合わせるというこ
とです。
私のコンサートでは一所帯の平均的なCO2 排出量と、
コンサートを行うことで排出される量をオフセット
しましょうと呼びかけました。
会場でアンケートを取ったのですが、カーボンオフ
セットの趣旨に賛成という答えがほぼ100％だったの
です。私自身もとてもうれしく、大きな感触を感じま
した。
私が出来ることとして今後もこういった呼びか
けを続けたいと思っています。
実は次回の公演も計画
中なんですよ。
司会
消費とは私たちの生活で最も基本的な行為のひとつ。
それと環境活動を結びつけアクションをおこしてく
ださったぺぺさんの活動、
今後のご活躍がますます楽
しみです。

プロフィール
石渡治康さん（ダボハゼのぺぺさん）
多彩なパフォーマンスや消費者問題を
取り上げたショーを積極的に行う。日
本医科大学癒しの環境研究会認定「笑
い療法士」でもある。現在は㈱幕張メッ
セ常勤監査役として勤務。

音楽活動を通じてみどりへ◆定例のライブ活動収益の一部をみどりづくりに。
The

House

司会
きょうは「The House」
を代表して、
「歌楽ife（かぐら
いふ）
」の川嶋さんにお話を伺います。はじめに「The
House」
のことを紹介していただけませんか？
川嶋さん
はい。僕は野口君という幼馴染と2 人で「歌楽ife」と
いうアコースティックデュオを組んでいます。
ほかに
「すねあて」
「
、green bottom」
というミュージシャン仲
間がいて、合わせて９人で「The House」という音楽
企画を行うグループを作っているんです。
それぞれの
グループが独自の活動を行っているのですが、
月に１
回のペースで、
「The House」として、佐倉市でライブ
等を催しています。
司会
初めて川嶋さんから電話をいただいたのは昨年の春
先でしたか、
さすがにミュージシャンからのお問い合
せはあまり例がございませんもので、
その時は私共も
驚きました（笑）
。
川嶋さん
僕らはその頃、地域のために、特にみどりに対して何
かできることはないか模索していて、
いろいろと調べ
たり話を伺ったりしていたのです。
最初の電話の時に
もていねいに対応していただき、
その後も定期的に資
料を送ってくださったりして。
それで僕らができるこ
ととして、
緑の募金に協力することがふさわしいので
はないかという結論に達し、
動き出したんです。
司会
先ほどもミュージシャンからのお申し出に驚いたと
お話ししましたが、
なぜ、
みどりへのご協力を？
川嶋さん
僕らのイベント名が、パスカルの[thinking Reeds]( 考
える葦) からヒントを得た「SINGING REEDS」
( 歌う
葦) なのですが、葦という植物名からみどりへの関心
が生まれたのです。
みどりに関係することで僕らにも
できることはないだろうか、と考えたのが発端です。
３組とも千葉県出身者で構成しているし、
活動拠点も
千葉県が多いのです。
だから何かの形で地元に貢献し
たいとは思っていたのです。ただ、売名行為はしたく
なくて・・。
結局、
ライブに来てくれた一人ひとりから、
チケット１枚につき100 円の寄付をしてもらう形に
しました。それが一番シンプルだと思ったし、僕らが
というよりは、
「The House」のライブ活動からの寄付
というスタイルが望ましいと思ったのです。
オーディ
エンスも一緒にみどりづくりに参加しているという
ことで、
僕らも何かうれしいんです。
司会
川嶋さんとは電話で打合せをした後、
しばらくの時間
を経過し、
「The House」の名前で緑の募金へ寄付金の
振込があって…、
「ああ、実行してくれたんだ」とうれ
しさが込み上げてきました。
川嶋さん
１年間の僕らの音楽活動を通じて集まった寄付分を

ライブでの
「歌楽 ife」

THE HOUSE

緑の募金に協力させていただいたんです。
もっといっ
ぱい協力できればいいのですが…。でも、みんなの気
持ちはいっぱいつまっているんですよ！（笑）
。
司会
そう、
その部分だと思います。
私共、
緑化推進委員会は
国民総参加のみどりづくりをテーマに日々、
呼びかけ
をしています。
お一人おひとりの取り組みやお気持ち
こそが緑化運動を発展させる大きな力なんです。今
後、
アーティストとして発信したいことなどはありま
せんか？
川嶋さん
自分たちの足元でもある千葉のことをこれからも考
えていきたいですね。千葉県に住んでいる者として、
緑が豊かにあるってすばらしいし、
ありがたいことだ
と思うのです。それが当たり前になってしまうと、そ
の大切さに気が付かないことも多いのではないかと
…。気が付くことができ、何かを手がけることができ
た僕らはラッキーだと思いたいです。
司会
川嶋さんたちのようなアーティストがそういったみ
どりへの気遣いを発信してくれことは、同じバイブ
レーションを感じている多くの若者への影響も大き
いと思うのです。
私たち事務局が熱弁を振るうよりも
はるかに！（笑）
みどりのパートナーとして今後ともご協力いただけ
ればとても心強いです。これからも地元千葉を大切
に、
ますますのご活躍に期待しております。
川嶋さん
がんばります！！

プロフィール
「歌楽 ife」（写真は川島慶彦さん）
中学時代の出会いがきっかけとなり
2000 年に結成。幅広い音楽性をもち、
千葉県内を中心にライブ活動等を展
開。初のワンマンライブでは 250 人
以上の動員記録を作る。
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マリンスポーツからみどりへ◆サーフウエアと緑の募金がタイアップ。
「EVRM」能勢学さん

司会
海岸沿いには防風、防潮などのため、海岸保安林があ
りますが、これを構成する松が通称「松くい虫」によ
る大きな被害を受けています。先日、そんな海岸林で
森林ボランティア対象の研修会があり、
情報をお送り
したら能勢さん、
会場へ来てくださったのですよね。
能勢さん
私が活動する海という接点や、
協力させていただいた
緑の募金が活用されている事業ということで期待感
もあり、お伺いさせていただきました。サーファーは
波ばかりを見てしまいがちで、
海や砂浜に密接な関係
を持つこういった海岸林に目を向けることって少な
いと思うのです。私自身、予想以上に危機的な状況に
あることを聞き、
驚きました。
司会
そもそも、
環境やみどりへ関心を持たれたきっかけは
何だったのでしょうか？
能勢さん
７年くらい前、サーフショップで働いていたのです
が、そこのサブネームが環境を取り上げたものだっ
たのです。それがきっかけですね。そして３年前から
友人や仲間の支えで自ら「EVRM」
（EMVIROMENT
WET SUIT）というウエットスーツのブランドを立
ち上げることとなり、
今ではサーフボードのデザイン
もするようになりました。ただ、サーフィンは波や海
といった自然を楽しむものなのに、
実際はボードもウ
エットも使用後は産業廃棄物にしかならない。
私はこ
のことが気がかりでならなかったのです。そこで、せ
めて自分のブランドの中で何かできることはないだ
ろうかと考えたのです。
まずはできることからやって
みよう、
その後でできることを増やしていこうと思い
ました。
司会
そこで、
当委員会にご連絡をいただいたのですね？
能勢さん
自分のブランドのマークも緑色ですし、
私は千葉県出
身で、幼い頃、緑の募金をしたことを思い出したんで
す。何かみどりの役に立ちたいと思っていたのです
が、いくつかの協力方法を提案いただいた結果、現時
点では緑の募金への協力を選ぶことにしました。
司会
ウエットスーツと緑の募金のタイアップ、マリンス
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プロフィール
能勢学さん
千葉市生まれ。19 歳でサーフィンと
出会う。現在、EVRM というブラン
ド名で、サーフボードやウエットスー
ツのデザイン開発を手掛けている。

今回、ご紹介した皆さんとは、当委員会にとっては
これまでなかった種類のご縁でした。新しい角度か
ら、年齢に関係なくアプローチをいただいたこと、こ
れは緑化運動６０年のなかにあって大きなうねりと
して実感しています。
どの事例も大きく波及効果を生
む要素を含んでいることもあり、
緑化運動の広がりに
大きく貢献してくれることと期待されます。
今回は誌面の都合で３つの事例のご紹介になりま
したが、ユニークなご協力、出来ることからのみどり
づくりへのご参加は急増しています。
そして、
これからも新しい出会いがあることを期待
してやみません。

ミニ特集

遊びが勉強︒
子ども樹木博士に挑戦しよう！

サーフィンをする能勢さん

ポーツで賑わう千葉県らしい事例だと思うのですが、
具体的に能勢さんから 紹介していただけませんか。
能勢さん
ウエットスーツを注文してくれた方に呼びかけて、
緑
化運動（すなわち緑の募金）
への協力趣旨に賛同して
くれた場合、
その証となるマークを製品に入れるので
す。そのマークは１カ所３００円に設定し、この分を
緑の募金に寄付する仕組みとしました。
司会
反響はどうでしたか？
能勢さん
皆さん賛同してくれています。私たちは自然の中で
サーフィンというスポーツを楽しませていただいて
いるのですから、
本来はもっと多くのサーファーが考
えていくべきことだと思うのです。
マリンスポーツを
取り巻く環境の話題は、
砂浜が消失する問題や先ほど
の海岸林のこと、ゴミの問題など、多岐に渡っていま
すから。
司会
危機的な状況は目の前にまで迫っています。
海とみど
りはつながっている。
海をエリアに活動している方々
が、みどりに目を向けて取り組んでくれたこと。千葉
県らしいこのアプローチ、
今後も広がりをみせてくれ
るものと期待が膨らみます。
能勢さん
取り組みと言うには気が引けます。
でも今は小さな波
でも、
いつかこの波がサーファー全体に広がればいい
なと思っています。
砂があってこそ波はブレイクする
のです。健全な砂浜を保つためにも、海を美しく保つ
ためにも、
その源であるみどりは大切にしたいです。
司会
さすがは波乗りのお言葉。
緑化運動にぜひ大波を起こ
して下さい。

末は博士か大臣か。な～んて言葉がありますが、どちらもかなりハードルが高いで
すよね。でも、これならどうでしょう。「子ども樹木博士」。これは、小中学生を中心
に樹木を識別できるようになってもらい、これをきっかけに森林に親しんでもらおう
という活動です。
では実際に行われた、博士認定までの様子を覗いてみましょう。

昨年10 月17 日、千葉市花見川区におい
て当委員会、千葉県森林インストラクター
会、日本樹木医会千葉県支部ほかの共催で、
「子ども樹木博士」
の講座を開催しました。
まず、樹木医や森林インストラクターの
先生といっしょに、森や公園などで樹木を
観察します。
「 これはクロガネモチ。縁起の
良い名前だね。金持っていうくらいだから
…。赤い実はきれいだけれど鳥もあまり好
きじゃないらしいよ」
「 これはヤブレガサ。
ほらね、
傘が破れちゃってる感じでしょ？」
教えてもらったこととその葉っぱをき
ちんと整理して。これでテストも怖くない
ぞ！
フィールドで勉強した後は、室内で樹木
の 葉 を 見 て、木 の 名 前 を 当 て ま す。
「この
葉っぱ、どれだっけな？」
「この香り、なんて
木だっけなあ」
正解数によって、
「 子ども樹木博士」の段
位が認定され、公式免状がもらえます。段位
は10 級から４段まであります。
「 おめでと
う、よくできましたね！」
「10 種類当てた
よ、１級だって。次は初段に挑戦だ！」
「博士
になっちゃった。すごくない？」試験の後、
参加者全員に認定証が渡されました。
子どもたちの可能性は無限大です。その
知識を吸収する勢いには驚かされるばか
り。木の名前や特徴についても、いとも簡単
に覚えてしまいます。でも、楽しくなければ
続きません。この講座ではわかりやすく楽
しく学べます。
「 子ども樹木博士」にチャレ
ンジして、自然の中で、子どもたちの好奇心
の芽を思いきり伸ばしてみませんか？
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Part.27

緑

「緑」に「海」と書いて「みどりみ」と読みます。ま
さに、緑の木々いっぱい、そして海のそばにある山武
市立緑海小学校。自然豊かな地域ということもあり、
以前から桜の木を植える活動や、海岸の松林の保全
や活用に関する体験学習をするなど、
「地元の緑を大
切にする」
活動に力を入れてきました。
そんな縁から、今回、緑海小学校は「マツ林再生運
動」に協力。学校近くの松ケ谷海岸に500 本の松の苗
木を植樹しました。
植樹に参加したのは、
6 年生31 名、
5 年生45 名、合
わせて76 名の児童と先生方。当初は6 年生だけの参
加予定でしたが、
6 年生が卒業した後も、後輩に育樹
作業などを引き継いでもらおう
と、
5 年生も参加することにな
りました。
防砂や防風、津波などの災害
を防ぐ役目をする松林。九十九
里海岸を訪れたことのある方
は、海岸沿いのこの松林が赤く
枯れてしまっているのが気にな
った方も多いはず。これは、松の
中に入り込んだ害虫マツノザイ
隣りとの距離を考えて。
この辺がいいネ。 センチュウ( 通称：松くい虫) が
原因。この害虫がマツノマダラ
カミキリという昆虫の体を介して、松林全体に広が
っていきます。この松枯れ対策には、枝葉を落とした
り、松林を整備したりして強い松を育てることが重
要です。そこで今回は、この松くい虫被害に強く育つ
よう千葉県が開発した「抵抗性クロマツ」という苗
木を植樹しました。これは、従来のクロマツに比べ3
倍以上の生存率を示す苗木です。
当日は、松保護士の方から、松枯れの原因や、松林
の大切さについての話を聞いたあと、苗木の植え方

自
慢

オススメします。この本

「教えてゲッチョ先生！
雑木林は不思議な世界」
著者／盛口満
人喰いキノコに虫捕りツツ
ジ、エビフライ作りの名人まで。
多彩な面々がドングリの木の
下で繰り広げる魅惑のドラマ。
千葉県生まれの著者が、教師時
代に生徒から呼ばれたあだ名
「ゲッチョ」とはカマキリのこと。木のこと、昆虫の
こと、動物のことが、イラスト入りでわかりやすく
楽しく紹介されている。
山と渓谷社 950 円＋税

を教わり、
子供たちの手による植樹が始まりました。
「このくらいの深さでいいですか～？」
「 私はこっ
ちに植えるね」
。それぞれが、軍手にスコップ、植えた
後の水やりのためのペットボトルを手に、一本一本、
ていねいに苗木を植えていきました。
500 本もの苗木を前に、
「 夕方までかかるかも」と
いう心配も、子供たちのがんばりで、あっという間に
植え終わりました。さっきまでは何もなかった殺風
景な海岸に、自分たちの手で植えた小さな松が並ぶ
風景を、子供たちは満足気に見渡していました。緑海
小学校では、毎日この松林を目にして登校する児童
も多く、自らの手で植えたかわいい松たちの、これか
らの成長を楽しみにしています。
「地元でも、松枯れの被害を食い止めようという話
はよく耳にしますが、それは本当にできることなの
かと、半分あきらめているところもあったのです
よ。
」と木津川校長先生。しかし今回、
「 マツ林再生運
動」の話や、植樹した「抵抗性クロマツ」の話を聞き、
「がんばって植えて守っていけば、なんとかなるのだ
という希望が見えてきました」とのこと。校庭にも同
じ苗木を1 本植えて、海岸と校庭の松の成長の違い
も観察することにしました。
「校庭のいつも見えるところに、自分たちが植えた
松と同じ松があれば、子供たちも気になって、松林を
見に行ったり、
気にかけたりしてくれると思います」
。
緑海小学校では、毎週月曜日の朝は「クリーン活
動の日」
。登校班ごとに、ゴミ拾いをしながら登校し
ます。海岸のゴミ拾いも行っています。
「ここの浜辺
はウミガメの産卵場所ともいわれています。いつま
でもきれいな砂浜にしておいてあげないとね」
。
日頃から、身近なものをきれいにし大切にするこ
とを実践している緑海小の子供たち。今回の植樹経
験は、さらに松林を大切にする心、自然を大切にする
心を育てたのではないでしょうか。

「道草料理入門
野山は自然の菜園だ」
著者／大海勝子
散歩しながらでも見つけられ
る、食用になる花や葉っぱや木
の実…。関東甲信越をフィール
ドに、カメラマンのご主人と一
緒に自然に親しむ暮らしを続け
る筆者。カラー写真で木々や植
物、料理を紹介し、解説と調理法を続くページで紹
介。ヤマボウシの実も食べられるんだって！知っ
てた？
文化出版局 1，800 円＋税

上記の本、
「教えてゲッチョ先生！雑木林は不思議な世界」
「道草料理入門 野山は自然の菜園だ」
を各１名の方にプレ
ゼントします。
ハガキに、
希望する本、
住所、
氏名、
年齢、
電話番号を明記の上、
（社）
千葉県緑化推進委員会「プレゼント」
係へご応募ください。
また、
グリーンえっせんすをどこでご覧になったか、
ご意見、
ご要望もお書き添えください。
あて先
は８ページ右下参照。
締め切りは７月末日（当日消印有効）
。
当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
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社団法人千葉県トラック協会
（千葉市）

山武市立緑海小学校

千葉県トラック協会は、会員数 1,720社、車両数
４万 6,400両を抱える公益法人です。千葉県内の６
割の運送会社が加入している法人で、貨物自動車運
送事業が適正に運営され、公正な競争ができるよう
助成・指導しています。
トラックというとすぐにイメージしてしまうのが
排気ガスではないでしょうか？環境問題、CO 2削減
が叫ばれる昨今。トラック業界としてもなんとかし
なければ。そんな思いから始められたのが「トラッ
クの森」づくりです。
まずは千葉県と法人の森事業の活動協定を締結。
平成 18年から 23年までの５年間の協定期間中に、
君津市の県有林１万 4,800平方㍍に、スギやクヌギ、
ケヤキ、サクラなどの苗木 4,400本を植樹し、管理
しようと決めました。そして初年度から３年間は毎
年植樹を行いました。さらに 19年からは年２回の
下刈も実施しました。植樹には一般からの参加者も
多く、毎回 70人もの参加者があったそうです。こ
れまで実施した３回の中には雨だった日もあり、主
催者としても参加者の足元がとても心配だったと
か。「せっかく関心をもって参加してくださったの
に、辛い思い出になったり、けがでもしたら大変で
すからね」。３回目の植樹では、親子での参加も多
かったことから、植樹に加えて「巣箱づくり」教室
も開催。｢巣箱をかける時は木をいじめちゃいけな
いんだよね！｣ ｢木と木の間隔って意外とあるもの
ですね｣。大人も子どもも楽しい一日を過ごしたよ
うです。
こうした植樹事業の成果を認められ、昨年、千葉
県トラック協会は千葉県から「美しいちばの森づく
り CO 2吸収量認定書」の認定を受けました。「トラ
ックの森」づくり事業により、５年間で 19トンの
C O 2 を削減すると算定されたのです。「トラック運
送業界は低公害車の導入やエコドライブなど、環境
保全には強い関心を持ってきました。このトラック
の森づくりを通じて、消費者に業界の役割と努力を
知っていただければ幸いです」。協会会長の思いも

植樹式にて。植えた苗にはそれぞれの名札も添付。
元気に育ちますように

認められつつあるではないでしょうか。
インターネットの普及などで、流通業界が果たす
役割が大きくなるにつれ、千葉県トラック協会の果
たす役割もまた、ますます重要になっています。そ
の結果、地球に負荷をかけることがないように。ま
た社会貢献もきちんと果たしたい！同協会は道路清
掃や燃費の少ない運転方法の指導のほか、県内の学
校や職場での交通安全各種機器の体験も行っていま
す。また大地震などの際の緊急物資の輸送も行って
きました。トラックドライバーの心意気が伝わって
くるようです。

おばあちゃんと
一緒に作った巣
箱を木にセット。
巣作りしてくれ
るといいな

（社）国土緑化推進機構を中心に、全国の緑化推進委員会が展開している「もりのくに・に
っぽん」運動。森林を守り育て、
その恵みを活かして、
持続的に循環させようというものです。
そこで、森林に関わる人とそこから生まれた文化に注目し、全国から
「森の名手・名人 100人」
を選定。今年度、千葉県では 2名が名手・名人に選ばれました。
栗田宏武さん
（市原市・56歳）
〈加工部門〉
ログハウスの建築を通じて、間伐材などを積極的
に活用するだけでなく、チェーンソーカービングに
よって、そのままでは端材になってしまう木材を、
芸術性のある素材として変身させている。その技術
が卓越しているとして、名手・名人に認定された。
各種講座やイベントにも積極的に参加し、インスト
ラクターとしての能力も大いに発揮している。

小林正幸さん（船橋市・65歳）
〈加工部門〉
木工、竹細工の高い技術を持ち、名手・名人に認
定された。その技術を、大人から子どもまでを対象
にした講座を開設し、広く伝えるとともに、ツリー
ハウス作りという手法によって、より多くの人々に
魅力的な森林の利用方法を普及啓発している。また
森林インストラクターとしても指導に情熱を傾け、
持続的な森林の利用法に日々取り組んでいる。
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緑の募金でふせごう地球温暖化！
春季・緑の募金にご協力ください

国土緑化運動ポスター原画コンクール
展示会のお知らせ

平成２２年度 緑の募金運動
■目標額 3,600 万円
３月１日から５月31 日まで
県内全域で「春季・緑の募金」
運動を行っています。募金運動
の方法は各市町村で異なりますが、募金は当委員
会、各市町村窓口、募金箱設置にご協力の企業・団
体の事業所等でも受付けています。
地球温暖化防止をはじめとする現代におけるみ
どりの役割をご推察のうえ、 各種緑化・森林整
備推進のため、県民の皆様のご理解と暖かいご支
援をお願いいたします。
◇
平成21 年度の募金総額は35,842,638 円に達しま
した。お寄せいただいた募金は、学校や公園といっ
た公共施設の緑
化や緑の少年団
に代表される森
林環境学習、また
森林ボランティ
ア活動の支援な
どに大きく役立
てられました。ま
た、その一部は世
界規模での緑化
や森林の整備に
も役立てられて
います。

平成21 年度国土緑化運動ポスター原画コンクー
ル入賞作品展示会を下記のとおり実施します。
次代を担う子どもたちの緑や自然に対する思い、
メッセージにあふれた素晴らしい作品の数々をど
うぞご覧下さい。
本年度は、過去最多の応募数14,126 点をいただ
きました。また、当県推薦作品が全国コンクールで
も入賞するなど極めて優秀な成績を修めていま
す。
当コンクールはH22 年度も実施します。たくさ
んのご応募をお待ちしております。

平成２１年度公共施設等の
環境緑化事業を実施しました
( 社) ゴルファーの緑化促進協力会並びに県内協
力ゴルフ場のご協力のもと、プレイヤーによる緑
化協力金を原資に、市町村から希望が寄せられた
下記２ヶ所の公共施設などに植樹を行いました。
多古町

道の駅多古第２駐車場

ソメイヨシノ22本

一宮町

城山公園

カワヅザクラ20本
イロハモミジ7本

期間

場

所

3/24（水） 千葉市中央区中央2-4-1
〜
｢千葉信用金庫 本店｣
4/6（火）
※休業日は除く
4/15（木） 千葉市中央区市場町1-1
〜
｢千葉県庁19階県民展示コーナー｣
4/22（木）
※土、
日曜日は除く
4/27（火） 佐倉市上志津1825
〜
｢千葉信用金庫 志津支店｣
5/13（木）
※休業日は除く
5/17（月） 成田市上町549
〜
｢千葉信用金庫 成田支店｣
5/28（金）
※休業日は除く
6/2（水） 印西市原山1-12-1
〜
6/20（日） ｢県立北総花の丘公園 花と緑の文化館内｣
6/24（木） 市原市五井中央西1-21-18
〜
｢千葉信用金庫 五井支店｣
7/7（水）
※休業日は除く
7/12（月） 柏市柏の葉4-1
〜
｢県立柏の葉公園 公園センター内｣
8/2（月）

展示作品
●特別賞
●協賛賞
の計１５点
●特別賞
●特選
の計36点
●特別賞
●協賛賞
の計１５点
●特別賞
●協賛賞
の計15点
●特別賞
●特選●入選
●協賛賞
の計75点

●特別賞
●協賛賞
の計15点

●特別賞
●特選●入選
●協賛賞
の計75点

8/9（月） 木更津市大和2-3-1
〜
｢千葉信用金庫 木更津支店｣
8/20（金）
※休業日は除く

●特別賞
●協賛賞
の計15点

9/1（水） 千葉市稲毛区天台6-5-2
〜
｢千葉県青少年女性会館｣
9/30（木）
※休館日は除く

●特別賞
●特選
●協賛賞
の計39点

＊会場等都合により展示期間等が変更になる場合
もございますので、最新の情報は当委員会ホー
ムページでご確認下さい。

表紙の絵
表紙の作品は平成21 年度国土緑化
運動ポスター原画コンクールにおい
て、小学校高学年の部、県教育長賞を
受賞した、
臼井柚子さん( 現、
小６) の
作品です。
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