
キビタン 森林の
もり

第69回全国植樹祭だより大会100日前記念イベント開催！

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

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

（福島県農林水産部全国植樹祭推進室内）

※本大会は、福島県森林環境税、福島特定原子力施設地域振興交付金、協賛金等を活用して開催します。

荒川産業(株) (株)平和物産 丸三製紙(株) (株)諸井緑樹園 東北建設(株) 相馬共同火力発電所(株)　
（株）三本杉ジオテック いわき市森林組合 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)
福島県林業会議 (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)
横山建設（株） 田中建設（株） （株）福建コンサルタント 福島県遊技業協同組合連合会 石油資源開発（株）相馬事業所 陸奥テックコンサルタント（株）
福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合 （株）グリーン発電会津 福島県法面保護協会 日栄地質測量設計（株） （株）ふたば
会津オリンパス(株) 白河オリンパス(株) 相馬ガス(株) 福島県郡山地区木材製材協同組合 さくらゼミ 北芝電機(株)
(株)日立製作所 原町港湾運送(株) 相馬地方林業協会 （株）ＩＨＩ その他にも、１６２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12月末現在

　今年６月に開催する「第69回全国植樹祭」と「第47回全国林業
後継者大会」の100日前を記念したイベントを
開催します。皆さんふるってご参加ください。

2月24日●土

～第６９回全国植樹祭２００日前記念イベント～
第１５回うつくしま育樹祭 第６９回全国植樹祭ふくしま2018

カウントダウンスタートセレモニー
　平成29年11月11日に、今年の全国植樹祭の大会会場
となる南相馬市原町区雫地内で、第１５回うつくしま育樹
祭を開催しました。
　当日は、1,000名を超える参加者にお越しいただき、育
樹・植樹活動や苗木の寄贈セレモニー、交流イベントを行
いました。

　全国植樹祭まであと200日の節目の日となる平成29年11
月22日に、郡山駅において、全国植樹祭までの残日数を表
示するカウントダウンボードの除幕と、「GReeeeN」書き下
ろしの大会テーマソング「福ある島」の発表を行いました。
　カウントダウンボードは、郡山駅のほか、県内の主要駅（福
島駅、新白河駅、会津若松駅、いわき駅、会津田島駅）や
サテライト会場となるフォレストパークあだたらにも設置して
います。また、南相馬市
役所には、小高産業技術
高等学校の生徒が製作し
たものが設置されていま
すので、ぜひご覧ください。

日時

会場

内容

13時30分～
16時30分

福島県男女共生センター (二本松市)
●パネルディスカッション

●映画上映

沼田 正俊氏（元林野庁長官）、
野中 葵氏（2017ミス日本みどりの女神）　他

「WOOD JOB! ～神去なあなあ日常～」
監督：矢口史靖　出演：染谷将太、長澤まさみ他

参加方法
HPから申込用紙をダウンロードし、必要事項を
記入し、FAXまたはメールでお申し込みください。
※2月16日（金）締切

事前申込

入場無料

(相双地域)
Part●3

相馬地方
森林土木建設業協会

福島県建設業協会
相馬支部関彰商事（株）

福島県建設業協会
双葉支部 福島県森林組合長会議

朝田木材産業（株）

双葉グリーン土木（株）

石川林業建設（株）

東洋システム（株）

福島県信用金庫協会

（一財）福島県林業会館 福島県農林種苗農業協同組合

双葉地方
森林土木建設業協会

一般社団法人
福島県造園建設業協会

遠野興産（株）

古河電池(株) 福島県信用組合協会 東白川郡森林組合

（株）コーラ 双葉地方森林組合 ふくしま中央森林組合 福島県北森林組合

木製地球儀
巡回スケジュール

双葉町
広野町
富岡町
楢葉町
川内村
葛尾村
浪江町
飯舘村
相馬市
新地町
南相馬市

町役場いわき事務所
町役場本庁舎
町役場本庁舎
町役場本庁舎
村役場本庁舎
村役場本庁舎
町役場本庁舎
村役場本庁舎
市役所本庁舎
町役場本庁舎
市役所本庁舎

市町村 日程 場所

※前回開催の富山県から引き継いだ、
全国植樹祭のシンボル「木製地球儀」
が県内市町村を巡回中です。
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横幅50cm、高さ60cm、重さ14.7kgの
木製地球儀をぜひご覧ください。

株式会社藤建技術設計センター

スタート!!植樹祭ま
で
のカウントダウンスタート!!

全国植樹祭まであと200日となること
を記念してイベントを開催したんだ！

準備が着々と進む
全国植樹祭の開催を
楽しみに待っててね！

植樹祭ま
で
のカウントダウン

H29.11.22　カウントダウンスタートセレモニー（郡山駅）

第15回うつくしま育樹祭（植樹活動）H29.11.11　第15回うつくしま育樹祭（全国植樹祭大会会場）
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●お野立て所は、式典時に天皇皇后両陛下が御着席さ
れる場所です。

●海岸防災林の復旧状況を見ることができる位置に配置
し、県産スギ材を使用した仮設の構造物とします。

●柔らかな曲線はなだらかな山並みが連なる阿武隈山地
をイメージし、また、異なるアーチの組み合わせは虹
をイメージし、県民が明るい未来に向かって歩む姿を
表現しています。

会場の将来のイメージ

　全国植樹祭で使用する苗木の一部を、県民の皆
さんに育てていただいています。
　苗木のスクールステイでは131校の小学校、苗木
のホームステイでは73戸の一般のご家庭と90件の
企業・団体の皆さんが参加しています。

　平成30年2月2日（金）に行われた第69回全国植
樹祭特別委員会において、大会の具体的な内容を定
めた実施計画が決定されました。

大会紹介コーナー 大会を支える方々の紹介コーナー

大会会場を整備している
工事の現場代理人の方に、
全国植樹祭への想いを
語っていただきました！

苗木のスクールステイ・ホームステイ

大会テーマソング完成！

全国植樹祭第６９回

開 催 概 要
式典進行プログラム
区分 プログラム

プロローグ
13:35～14:20

記念式典
14:20～15:10

エピローグ
15:10～15:40

天皇皇后両陛下の
お手植え・お手播き

プロローグアトラクション 心から感謝をこめて

未来に向かって

メインアトラクション

グランドフィナーレ

育てよう  希望の森を  いのちの森を（大会テーマ）

復興支援への感謝の気持ちと歓迎の気持ちを表現します

オール福島の若者が演じる
創作アトラクション

メインアトラクションイメージ

霊山太鼓（中通り）

相馬野馬追騎馬武者行列 「相馬流山」の主題による変奏曲

山木屋太鼓（中通り）

会津彼岸獅子（会津） フラ（浜通り）

若者による
地域文化の発信

相馬野馬追

相馬流れ山民謡 相馬農業高等学校　郷土芸能部

相馬高等学校
相馬太鼓部

エピローグアトラクション

お野立て所（イメージ）

式典演出イメージ

「第６９回全国植樹祭ふくしま２０１８」の実施計画決定！

　整備が進む大会会場は、
芝生の緑が、空・海の青と
の見事なコントラストを見せ
ています。また、春には、お
野立て所等の建込みも始まり
ます。色鮮やかな大会会場
が皆さんをお迎えします。

曽根 勝明 さん

現場代理人
関場建設株式会社 土木部主任

　光栄に思うと共にとても緊張しました。同時に復興のシンボ
ル的なイベントですから身が引き締まる感じでした。

　ひとつひとつ全てに気を配りました（笑）。その中でも芝生は
特別ですね。青 と々した式典会場で両陛下、招待者の皆さんを
お迎えしたいですから。

式典会場の整備について
特に気を配ったことはありますか？

全国植樹祭の会場整備の現場代理人になったときは
どう思いましたか？1

2

3 植樹祭を心待ちにしているみなさんへ一言。

スクールステイ ホームステイ
クロマツ、アカマツ、
ケヤキ、ヤマザクラ等

アカマツ、クロマツ大会会場
平面図

芝生の
整備状況

福島県の紹介映像・プロローグアトラクション
感謝状贈呈
東日本大震災復興支援への感謝
植樹リレーゴールセレモニー
記念切手の贈呈
天皇皇后両陛下　御到着
黙とう
開会のことば
三旗掲揚・国歌斉唱
主催者挨拶
表彰
苗木の贈呈

代表者記念植樹
メインアトラクション
大会宣言
リレーセレモニー
閉会のことば
天皇皇后両陛下　御退席
サテライト会場との二元中継
緑の少年団メッセージ
エピローグアトラクション
グランドフィナーレ

県民が明るく希望を持って未来に向けて進む姿を、
「高村光太郎・智恵子」をモチーフに表現します。

開催地域の伝統文化を基に、東日本大震災からの復興と
再生に向け、県民が力強く進んでいく姿を表現します。

開催地域の伝統行事である相
馬野馬追の威風堂 と々した騎
馬武者行列と騎馬武者による
口上を実演します。

相馬地方の伝統的民謡「相馬流れ山」・吹奏楽・合唱・
踊りにより、未来に引き継ぐ地域文化を実演します。

大会テーマソング『福ある島』（作詞・作曲：GReeeeN）の大合唱により、
復興再生に向けた想いを一つにします

育成樹種

第69回全国植樹祭ふくしま2018大会テーマソング

からのコメント

YouTube 全国植樹祭大会テーマソング 検索

歌ネット　福ある島 検索歌詞

おもてなし広場

式典エリア

お野立て所

僕達GReeeeN の大切な故郷、
『福島』から今回のお話をいただき、
大変光栄に思っております。

やさしく、そして雄大な福島の自然。
春は三春の滝桜や花見山、
夏は猪苗代湖で遊び、
秋は浄土平、冬は裏磐梯。

喜多方で蔵を見たり、会津で歴史に触れ、
いわきのハワイアンズや
アクアマリンふくしまで遊んだり、
あげればキリがありません。

あの景色を、同じ時間を見て生まれ育った人々の
あたたかさを思いながら今回の楽曲を制作いたしました。

植樹祭で植える苗木達が福島の未来にかけがえの無い、
大きな森へと育っていくようにこの曲も皆さんに愛され、
大きな木になれればいいなと願っております。

日本という島に愛と福の風が吹き、
心の故郷はいつもそばにある。

どんな時でもそこに『おかえり』が
待ってくれているんだと思います。

　震災後、全てが流されたところに整備してきた会場です。地
元の皆さんの想いも作業ひとつひとつに込めてきました。会場も
立派にできていると自負していますし、会場周辺の景色も眺めが
よくてとてもきれいです。ぜひ当日を楽しみにしていてください。

／福ある島
YouTubeで公開中！
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