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第69回全国植樹祭だよりお手植え・お手播き樹種紹介コーナー

天皇陛下
クロマツ・ケヤキ・スダジイ

皇后陛下
アカマツ・ヤマザクラ・ヤブツバキ

一定額以上協賛いただいた企業・団
体・個人のうち、希望する方に海岸
防災林における植樹活動の場所を提
供します。（株）東邦銀行、（公社）ゴ
ルフ緑化促進会、双葉グリーン土木
（株）に植樹をいただいております。

お問い合わせ
第６９回全国植樹祭福島県実行委員会事務局

〒960-8043　福島県福島市中町8-2（自治会館１階） 電話 024-521-8628  FAX 024-521-8658

福島県全国植樹祭 検索

全国植樹祭では、天皇皇后両陛下にお手植え（6種）・お手播き（4種）を賜ります。
福島県にゆかりがあり、広く親しまれている樹種を 選定しました。

天皇陛下
津島マツ・飯豊スギ

皇后陛下
ベニシダレ・マルバシャリンバイ

天皇皇后両陛下による「お手植え」 天皇皇后両陛下による「お手播き」

　6月11日に第69回全国植樹祭
大会1年前記念イベントを伊達
市「霊山こどもの村」で開催し
ました。当日は、約2,000名
の参加者のもと、記念植樹
や全国植樹祭のシンボル「木
製地球儀」のお披露目、霊山
太鼓等のステージアトラクショ
ン、木工工作等の体験コーナー
などによりイベントを盛り上げ、
大会開催の機運を高めました。

これまでにご協賛いただいた企業・団体・個人を紹介します

協賛企業による「支援の森」が広がっています！

第２１回大会のお手植え
お手播き樹種

●相双地方に生息するアカマツ
の地域品種です。
●年輪が均一で緻密なことや、
心材の色が美しいなどの特徴
があり、銘木として全国的に
有名です。

津島マツ
第２１回大会の
お手播き樹種

●飯豊連峰の福島県側に分布す
る天然スギです。
●育成地は、一般的なスギとは
異なり、尾根筋に分布が多く、
沢筋に少ない特徴を持ってい
ます。

飯豊スギ
県民に広く

親しまれている樹種
●三春滝ザクラや合戦場のしだ
れ桜等、県内には多くの古木、
巨木が存在します。

●三春滝ザクラは樹齢1000年
とも言われ、三春藩主の御用
木として大切に保護されてき
ました。

ベニシダレ

被災地復興のシンボル
●南相馬市鹿島区南海老字北原の自
生地は、自生の北限地として、県
の天然記念物に指定されています。
●東日本大震災の津波により流出し
たと思われていましたが、その後
も開花が見られ、地域の復興のシ
ンボルとなっています。

マルバシャリンバイ

全国植樹祭まで　１年！あ
と

記念植樹では、県内の
小学生が育てた苗木や、
富山県（今年の全国植樹祭
開催地）から頂いた苗木を、
合わせて約1,050本
植えました！

（福島県農林水産部全国植樹祭推進室内）

今回は
その様子を
みんなに紹介
するよ！

６月１１日に
全国植樹祭の
１年前を記念した
イベントを
開催したんだ！

平成29年度福島県特定原子力施設地域振興交付金事業

荒川産業(株) (株)平和物産 (株)みずほフィナンシャルグループ (株)諸井緑樹園 丸三製紙(株) 東北建設(株)
相馬共同火力発電(株) 藤田建設工業(株) 矢祭建設(株) 福島県森林土木建設業協会 伊藤冷機工業(株) (株)野馬追の里
(株)青山工務店 斎藤忠 様 相馬エネルギーサポート(株) 相馬エネルギーパーク(同)

その他にも、67者（企業・団体・個人）の方々から協賛いただいております。

※平成２９年６月末現在

支援の森

津島マツ、飯豊スギ
ベニシダレ、マルバシャリンバイ
の紹介です。

このコーナーではお手植え・
お手播き樹種を紹介します。 
今回は天皇皇后両陛下の
お手播き樹種、

相馬地方森林土木建設業協会

福島県建設業協会
相馬支部

福島県建設業協会
双葉支部 福島県森林組合長会議

相馬地方森林組合

双葉グリーン土木（株）

福島県林業会議

石川林業建設（株）
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　来年の全国植樹祭で招待者のみな
さんを歓迎するために、メッセージ入
りの「のぼり旗」を大会会場などに設
置します。１年前記念イベントでも「の
ぼり旗」に多くのメッセージを書き込
んでいただきました。
　今後も歓迎メッセージの作成ブー
スを設けますので、ぜひ「のぼり旗」へ
メッセージを書き込んでくださいね。

大会を支える方々の紹介コーナー

その2 緑の少年団
大戸小学校緑の少年団は、
その活動が優秀であると認められ、
平成29年度緑の少年団活動実績
発表大会で、福島県知事賞を
受賞したんだ！
１年前記念イベントでは、
活動発表をしてくれたよ！

会津若松市立 大戸小学校 緑の少年団

木製地球儀巡回スケジュール

三春町立 中郷小学校 緑の少年団

　植樹や募金活動を通して国土緑化に取
り組んでいる緑の少年団は、県内に112
団あり、5,500人以上が活躍しています。
　今回は、その緑の少年団たちの取組の
一部を紹介します！

福島市

桑折町

国見町

伊達市

二本松市

川俣町

大玉村

本宮市

郡山市

三春町

6/16～ 6/26

6/26 ～ 6/29

6/29 ～ 7/4

7/4 ～ 7/12

7/12 ～ 7/18

7/18 ～ 7/21

7/21 ～ 7/31

7/31 ～ 8/3

8/7 ～ 8/16

8/16 ～ 8/21

市役所本庁舎

イコーゼ！

町役場庁舎

市役所梁川庁舎

市役所本庁舎

町役場庁舎

フォレストパーク

えぽか

市役所本庁舎

三春交流館まほら

　6月16日、福島市役所において、木製地
球儀の引継式が行われ、県内での巡回展示
がスタートしました。
　木製地球儀は、県内59の全市町村を巡回
し、全国植樹祭開催地である南相馬市まで
引き継がれます。

地球儀の３枚の葉は、「国民」「企業」
「行政」が一丸となって地球環境問題
に取り組むことを表しています。

大会紹介コーナー

　大戸小学校にある長さ80mの
大花壇への植栽、花いっぱい運動など、地域の
環境美化のリーダー役として貢献。
　また、プランターで育てた花を地域の施設に
贈り、毎年大変喜ばれています。

活動内容

木製地球儀DATA

中郷小学校緑の少年団が育てた
三春滝ザクラの苗は、１年前記念イベントの
代表者記念植樹で使われたんだ！
三春滝ザクラの種は、全国植樹祭本番で、
皇后陛下のお手播きにも使われるよ！

「歓迎メッセージ」募集中！

福島県全国植樹祭 検索植樹祭Ver.キビタン

植樹祭に向けて僕も
イメージチェンジ！

緑の少年団の制服をモチーフに
しているんだよ！似合うでしょ！

　第６８回全国植樹祭富山県大会において、
全国植樹祭のシンボルである「木製地球儀」を引き継ぎ、

１年前記念イベントでお披露目しました。

(県北・県中地域)Part●1 ※Part2以降については
今後掲載予定です。

市町村 日程 場所
田村市

小野町

平田村

古殿町

石川町

浅川町

玉川村

鏡石町

須賀川市

天栄村

8/21～ 8/24

8/24 ～ 8/29

8/29 ～ 9/1

9/1 ～ 9/6

9/6 ～ 9/11

9/11 ～ 9/14

9/14 ～ 9/20

9/20 ～ 9/25

9/25 ～ 9/28

9/28 ～ 10/3

市役所本庁舎

ふるさと文化の館

村役場庁舎

町役場庁舎

町役場庁舎

町役場庁舎

村役場庁舎

町役場庁舎

市役所本庁舎

村役場庁舎

市町村 日程 場所

木製地球儀
全市町村を巡回！

全国植樹祭のシンボル

が
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