
キビタン 森林の
もり

第69回全国植樹祭だより

YouTube　福ある島 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

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

（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、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(株)
（株）三本杉ジオテック いわき市森林組合 （株）オノツカ （株）アマダオートメーションシステムズ 日本ピストンリング（株）
（株）佐藤電設 （株）橋本組 （株）スズキ製作所 （株）エフエム福島 (株)三和紙店 藤田建設工業(株)
矢祭建設(株) 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 国土防災技術（株） 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航空・宇宙・防衛事業領域相馬事業所 濱田建設工業（株） 日立オートモーティブシステムズ（株） （株）関電工
協三工業（株） （一社）福島県電設業協会 住友ゴム工業（株）白河工場 （一財）ふくしま建築住宅センター　
 その他にも、１９５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30年3月末現在

大会テーマソング「福ある島」収録！
GReeeeN最新アルバム

GReeeeN Official Website

「うれD」特設サイト

「福ある島」YouTube公開中！

GReeeeN 検索

うれＤ 検索

福島県建設業協会
相馬支部

（一財）福島県林業会館 林業・木材製造業労働災害防止協会
福島県支部

福島県建設業協会
双葉支部 福島県信用金庫協会

(公社)福島県森林・林業・緑化協会

福島県木材協同組合連合会

福島県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

福島県信用組合協会

福島県農林種苗農業協同組合

相馬双葉漁業協同組合

（株）コーラ株式会社藤建技術設計センター

福島県森林組合連合会

相馬地方森林組合

福島県森林組合長会議

東白川郡森林組合 双葉地方森林組合

ふくしま中央森林組合

田村森林組合

福島県北森林組合 西白河地方森林組合

木製地球儀引継式（南相馬市）

　４月１７日に、全国植樹祭のシンボル
「木製地球儀」が、県内５８市町村の巡回
を経て、全国植樹祭の開催地である南相
馬市に到着しました。木製地球儀は大会
本番で、内堀知事から次回開催県である
愛知県の大村知事に引き継がれます。

　日本郵便㈱が、全国植樹祭の
開催を記念して毎年発行している
「記念切手」が発表されます！
　福島県や南相馬市ゆかりの植物
である、ネモトシャクナゲ、ニッコ
ウキスゲ、モモ、ミズアオイ、ク
ロマツ、ヤマザクラ、ベニシダレ、
スダジイ、ケヤキ、マルバシャリ
ンバイの10種類が題材となってい
ます。
（平成30年6月6日から発売されます。）

　大会テーマソング「福ある
島」が収録されたGReeeeN
の最新アルバム「うれD」が、
４月にリリースされました。
　式典のグランドフィナーレ
で大合唱する「福ある島」を
フルバージョンでお楽しみく
ださい！

　東日本大震災と原子力災害で甚大な被害を受
けた本県が、緑豊かなふるさとの再生を進めて
いく上でのシンボルとなる全国植樹祭も、開催ま
で残すところ１ヶ月余りとなりました。参加者の
みなさんの心に残る大会となるよう、最後の準備
を進めていますので、楽しみにお待ちください。

6月10日平成
30年 いよいよ開催！日

記念切手発表!

大会100日前記念イベントを
開催しました！

第69回全国植樹祭
たくさんの御支援

　2月24日に開催した大会100日前記念イベント
は、約400名の皆様にお越しいただき、大盛況の
うちに幕を閉じることができました。
　本イベントでは、森林づくりについてのパネルディ
スカッションや映画上映を行い、森林づくりの大切
さや、全国植樹祭に向けた想いを発信しました。

ありがとうございました！

第69回全国植樹祭

一定額以上協賛いただいた企業や団体のみなさんによる、
式典会場の隣接地「全国植樹祭支援の森」への

植樹活動により、
約2haに、およそ10,000本の苗木が

植樹されました。

直前号
平成30年

5月



お野立て所準備中！ 式典木製品準備中！ のぼり旗への寄せ書き

　お野立て所の部材が完成し、ただいま
最終調整中です。
　構造用大断面集成材により美しいアー
チが表れています。（写真は仮組みの様子）

　式典で用いる木製品は、昭和45年
の第21回全国植樹祭において、昭和
天皇よりお手播きいただいた飯豊ス
ギを使用し、お手播き箱、お手播き枡、
御鍬など10種類を製作しています。
（写真はお手播き箱）

　開催地南相馬市の小中学生や植樹祭
関連イベントへの参加者のみなさんに
のぼり旗への寄せ書きをしていただきま
した。これらののぼり旗は、式典会場
やサテライト会場でご覧いただけます。

植樹祭の模様を

同時生中継
5会場で

各会場ご当地グルメや
木工体験コーナー、

ステージイベントが盛り沢山！

各会場
ご来場の方に

無料配布　※数に限りがあります

※イベント開始時間は変更となる場合があります。

無料シャトルバス運行

※PLANT-5駐車場利用可

至二本松

森
の
民
県
至

道
車
動
自
北
東

至本宮

PLANT-5
大玉店

あだたらの里
直売所

バス乗降所

355

30

4

苗木プレゼント！

福島市

サテライト会場

福島駅東口駅前広場

ふくしま県民の森 

時間 11:00～ 16:00

時間 10:00～ 16:00

10:30～

お問い合わせ 福島県県北農林事務所　024-521-2629

●福島ハーモニカアンサンブル 古関裕而ハーモニカ演奏
●アミーゴ・デ・川俣 フォルクローレ（南米民族音楽）の演奏 など

汚れてもよい服装でお越しください。

●矢吹町ご当地アイドルＳｈｕＮ－Ｒ＠ｎ ＧＩＲＬＳ☆のショー ●ご当地キャラによるステージ
●地元盛り上げ隊KKB67のステージ ●西郷村小田倉小学校 音楽クラブによる吹奏楽 など

ほ
か

「飯坂太鼓」の演奏 飯坂八幡神社祭り太鼓保存会

白河市 白河駅前イベント広場
時間 10:30～ 16:00

お問い合わせ 福島県県南農林事務所　0248-23-1577

ほ
か

ダルライザーステージショー 塙工業高校太鼓部による演奏

郡山市 郡山駅西口駅前広場
時間 11:00～ 16:00

飲食・物販コーナー

ステージイベント

お問い合わせ 福島県県中農林事務所　024-935-1300

●奥州須賀川松明太鼓保存会の太鼓演奏
●郡山ウインドアンサンブルのミニコンサート など

ほ
か

福島ファイヤーボンズチアダンスパフォーマンス

会津若松市 会津総合運動公園
時間 10:30～ 16:00

お問い合わせ 福島県会津農林事務所　0241-24-5734

お問い合わせ 南相馬市農林整備課
0244-24-5378

●学校法人東明幼稚園 とうみょう子ども園（創作よさこい）
●磐梯明神太鼓 ●湯川薬師太鼓 ●田島太鼓「龍巳会」 など

ほ
か

白虎隊剣舞 学校法人東明幼稚園 とうみょう子ども園

フォレストパークあだたら
（大玉村）

参加者記念植樹

第1回

9:30～運行時間

大会会場 サテライト会場

11:30～第2回

12:30～第3回

無料ふるまい鍋、
全国植樹祭記念切手の販売

世界一の口笛演奏
（口笛奏者:髙木満理子氏）

お笑いステージ
（ぺんぎんナッツ）

大玉村の小学生による伝統芸能発表 などほか

SUPER CENTER
PLANT-5 大玉店
南側入口前

特別
企画 双方向中継！ お問い合わせ 福島県実行委員会事務局　024-521-8628

乗降所

など

植樹祭の会場に
いるような臨場感でご観覧
いただきながら、各会場の
イベントを楽しめます。

新たな希望の森林をつくろう♪

ＭAＮＡＭＩ
ミニライブ

真灯かなた

ミニライブ
（元宝塚歌劇団星組）

民謡「会津磐梯山」等ミニライブ
永峯 恵

南相馬市 鹿島学習センター（さくらホール）、南相馬市民文化会館（ゆめはっと）でも中継を行います。

会場行

みなさんのご協力のもと開催準備が進められています！

吹奏楽隊 練習

● 福島県吹奏楽連盟選抜メンバー
● いわき明星大学
● 福島県立相馬高等学校
● 福島県立相馬東高等学校

● 福島県立原町高等学校
● 福島県立相馬農業高等学校
● 福島県立小高産業技術高等学校
● 福島県警察音楽隊

● 福島県立湯本高等学校
● 福島県立好間高等学校
● 福島県立いわき総合高等学校
● 福島県立いわき光洋高等学校
● 福島県立相馬東高等学校

● 福島県立郡山高等学校
● 福島県立遠野高等学校
● 福島県立勿来高等学校
● 日本大学東北高等学校

● 霊山太鼓保存会
● 山木屋太鼓
● 小松獅子保存会
● スパリゾートハワイアンズ

● 福島県立好間高等学校
● 福島県立平商業高等学校
● 福島県立いわき総合高等学校

合唱隊 練習 プロローグアトラクション 練習

メインアトラクション 合同練習

● 福島県立福島東高等学校
● 学校法人東稜学園福島東稜高等学校
● 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校
● 福島県立安達高等学校
● 福島県立郡山高等学校

● 福島県立郡山商業高等学校
● 学校法人尚志学園尚志高等学校
● 福島県立光南高等学校
● 福島県立磐城桜が丘高等学校
● 福島県立ふたば未来学園高等学校

● 中ノ郷騎馬会
● 小池さつき 様
● 福島県立相馬農業高等学校
● 福島県立相馬高等学校

● 福島学院大学 ● 福島県立原町高等学校 ● 福島県立相馬農業高等学校

● 南相馬市立大甕小学校 緑の少年団
● 川内村立川内小学校 緑の少年団
● 新地町立駒ヶ嶺小学校 緑の少年団
● 三春町立中郷小学校 緑の少年団

式典アシスタント

式典行事での介添え

エピローグアトラクション 合同練習 式典アシスタント・介添え練習

大会当日、以下のみなさんが
演奏、合唱、アトラクション、アシスタントなどを担当します。

● 南相馬市立石神第一小学校 緑の少年団
● 相馬市立大野小学校 緑の少年団
● 相馬市立山上小学校 緑の少年団

県内高校生による花の育苗
　福島県立福島明成高等学校、福島県立
岩瀬農業高等学校、福島県立相馬農業高
等学校のみなさんに、ぺチュニアやジニア
など7種類の花を育ててもらっています。
　花は、式典会場を彩る飾花として用い
られます。

当日は混雑が予想されるため、
シャトルバスをご利用ください。
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