
第69回全国植樹祭にご協賛いただいた皆様

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した。

（株）ミキ東北支店 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）須南電設
戸田建設（株）東北支店 （株）福島民報社 福島民友新聞社 （株）三和紙店 古屋運送（株） 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 齋藤忠 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 磐城林業協同組合 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 （株）日進堂印刷所
（株）テクノサイコー （株）田村バイオマスエナジー 日本電気（株） 西松建設（株）北日本支社 建交労福島県ダンプ支部 トッパン・フォームズ（株）

その他にも、２１7者（企業・団体・個人）の方々から協賛いただいております。

キビタン 森林の
もり

第69回全国植樹祭だより

福島県建設業協会
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福島県建設業協会
双葉支部 福島県信用金庫協会

公益社団法人
福島県森林・林業・緑化協会

福島県59市町村樹の森づくり
プロジェクト実行委員会

花と緑いっぱいのふるさとづくり
プロジェクト実行委員会

福島県木材協同組合連合会

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

斎藤　卓夫　様

福島県農林種苗農業協同組合

相馬双葉漁業協同組合

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

ふくしま中央森林組合

田村森林組合

福島県北森林組合

福島県森林組合長会議

双葉地方森林組合東白川郡森林組合

西白河地方森林組合

記憶に残るお手伝い

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、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。

　第21回全国植樹祭で昭和天皇がお手
播きされた飯豊スギを使用しています。

　式典会場に1,800基設置し、参加者の
みなさんに座っていただきました。

　シンボルマークをデザインしたボード
が、参加者のみなさんを歓迎しました。

アミーゴ･デ･川俣フォルクローレ（南米民族音楽）の演奏 福島市ゆるキャラ「ももりん」

サテライト会場の様子

十二神楽（大玉村立大山小学校のみなさん） 田植え踊り（大玉村立玉井小学校のみなさん）

福島ファイヤーボンズチアダンスパフォーマンス 奥州須賀川松明太鼓保存会の太鼓演奏

ダルライザーステージショー ご当地キャラによるステージ

白虎隊剣舞

丸太切り体験

植樹風景

創作よさこい

　県内の子供たちも製作しました。

　県民のみなさんが森林づくりへ
の想いを綴った「木製短冊」を飾り
ました。

もりもり 　丸太のパネル
で式典所まわり
を飾りました。

　ポールは、スギ丸太
を使用しました。

全国植樹祭を全国植樹祭を
開催しました！開催しました！
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みなさまのご支援とご協力 ありがとうございました！

最終号
平成30年

8月

会場の木製品（県産材を使用）

サテライト会場・PR会場
　サテライト会場（ふくしま県民の森）、ＰＲ会場（福島駅東口駅前広
場、郡山駅西口駅前広場、白河駅前イベント広場、会津総合運動
公園）では、ビジョンカーによる式典中継のほか、木工体験コーナー、
ステージイベント、ご当地グルメなど盛りだくさんの内容で、多く
のみなさんをお迎えしました。
　また、サテライト会場では記念植樹も行いました。

お野立て所

お手播き箱 木製ベンチ ウェルカムボード 木製プランターカバー

木製パネル

三旗掲揚施設

サテライト会場　ふくしま県民の森

PR会場
福島駅東口駅前広場

郡山駅西口駅前広場

白河駅前イベント広場

会津総合運動公園

「絆の森林」オブジェ
もり



福島県警音楽隊

もり
　この大会を通して、復興に向けて力強く歩み続ける福島県民の姿や国内外から寄せられた温かい　
御支援に対する感謝の気持ち、そして、未来につなぐ「希望の森林づくり」への思いを広く発信しました。

　平成３０年６月１０日（日）、天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、「第６９回全国植樹祭」を開催しました。
当日は朝から雨模様でしたが、天候も回復し、無事に幕を閉じることができました。

式典行事

プロローグ  －心から感謝をこめて－

エピローグ  －未来に向かって－

記念式典　－育てよう　希望の森を　いのちの森を－
　プロローグでは、本県を代表
する民俗芸能や震災からの復
興を象徴するアトラクションを
行いました。
　また、全国の都道府県と駐日
外国公館への東日本大震災の
支援への感謝の気持ちを添えた
「三春滝ザクラ」、「はるか」の苗
木の贈呈や、平成２８年度から
県内の全市町村を巡った「森林
とのきずなづくり植樹リレー」
のゴールセレモニーなどを行い
ました。

　記念式典では、天皇皇后両陛下によるお手植え・お手播き、代表者記念植樹、緑化功労者等の表彰などを行いました。

　エピローグでは、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した。

　「高村光太郎・智恵子」
をモチーフに、大会テー
マや県民が明るく希望を
持って未来に向けて進む
姿を表現したアトラク
ションを行いました。

霊山太鼓・山木屋太鼓

会津彼岸獅子

フラ

司会をしていただいた三𠮷梨香さんと式典進行役の会津学鳳高校のみなさん

　箱根駅伝初代「山の神」今井正人さん（南相馬市出身）から木製バトン、
齋藤（公社）福島県森林・林業・緑化協会会長から木製プレートが、
内堀福島県知事へ渡されました。

天皇陛下
お手植え
樹種 クロマツ、ケヤキ、スダジイ

津島マツ、飯豊スギ

アカマツ、ヤマザクラ、ヤブツバキ

ベニシダレ、マルバシャリンバイお手播き
樹種

皇后陛下

天皇陛下によるお手植え 皇后陛下によるお手植え

天皇陛下によるお手播き

相馬野馬追騎馬武者行列 「相馬流山」の主題による変奏曲

森林づくりのメッセージ

皇后陛下によるお手播き

主催者挨拶

リレーセレモニー

大会テーマ表現

森林とのきずなづくり植樹リレーゴールセレモニー
もり

もり

グランドフィナーレ（大会テーマソング「福ある島」（作詞・作曲GReeeeN）の大合唱）

植樹会場

大会弁当

おもてなし会場

　大会会場に隣接する海岸防災林（約4.6ha）で、クロマツやコナ
ラなどの苗木約14,500本の記念植樹を行いました。
　苗木のスクールステイ・ホームステイなど、多くの県民のみな
さんが育てた苗木を用いました。

　おもてなし広場では、福島県の特産
品の販売やPR展示、ステージショー
を行い、参加者のみなさんに楽しんで
いただきました。

　福島県の特産物をふ
んだんに盛り込んだ大
会弁当を参加者の皆様
にお配りしました。

ＨＡＰＰＹふくしま隊

アイくるガールズ

雫神楽北萱浜の天狗舞

会津の郷土料理
“にしんの山椒漬け”

「ふくしまイレブン」食材
“福島牛と
アスパラロール” 浜通りの郷土料理

“ほっき飯”

森の恵みと旬の野菜の卵とじ
“椎茸のふくさ焼き”
福島県の郷土料理
“いか人参”

福島県のオリジナル品種
“天のつぶ” のごはん

“立子山の凍み豆腐”
の煮物

“いわき特産メヒカリ”
の唐揚げ（南蛮漬け）

摘果で出た若い桃を活用した
“若桃の甘露煮”と
生産量全国2位
“福島名産桃”のコンポート

もり

大島大会会長（衆議院議長） 内堀福島県知事

式典音楽隊

南相馬市中ノ郷騎馬会

大甕緑の少年団 相馬高等学校　相馬太鼓部相馬農業高等学校　郷土芸能部

小池さつきさん

おおみか

　緑の少年団から、齋藤農林
水産大臣、中川環境大臣に苗
木が贈呈されました。

　特別招待者の代表者による
記念植樹が行われました。

　平成29年度
緑化功労者等
の表彰を行い
ました。

佐々木（公社）
国土緑化推進
機構理事長

　内堀福島県知
事から次期開催
県の大村愛知県
知事へ「木製地
球儀」を引き継ぎ
ました。

吉田福島県
議会議長

※東日本大震災被災地復興支援として、皇居内のエノキから採取した種
から育てられ、長野県から富山県、そして福島県へリレーされた苗木。

大会宣言 閉会のことば

苗木の贈呈

前田（公社）国土緑化推進機構
副理事長

開会のことば 代表者記念植樹

　吉野復興大臣が※エノキの
苗木を植樹するのを両陛下に
御覧いただきました。

エノキ植樹御覧

各種表彰

もり

県内外から多くのみなさんに出展していただきました！高柴ひょっとこ踊り

記念切手の贈呈
　横山日本郵便㈱代表取締役社長から
内堀福島県知事へ、記念切手が贈呈さ
れました。

東日本大震災復興支援への感謝
　白羽ゆりさん（福島市出身）から駐日オ
マーン大使へ、桜の苗木を贈呈しました。
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　吉野復興大臣が※エノキの
苗木を植樹するのを両陛下に
御覧いただきました。

エノキ植樹御覧

各種表彰

もり

県内外から多くのみなさんに出展していただきました！高柴ひょっとこ踊り

記念切手の贈呈
　横山日本郵便㈱代表取締役社長から
内堀福島県知事へ、記念切手が贈呈さ
れました。

東日本大震災復興支援への感謝
　白羽ゆりさん（福島市出身）から駐日オ
マーン大使へ、桜の苗木を贈呈しました。
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もり
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第69回全国植樹祭にご協賛いただいた皆様

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した。

（株）ミキ東北支店 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）須南電設
戸田建設（株）東北支店 （株）福島民報社 福島民友新聞社 （株）三和紙店 古屋運送（株） 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 齋藤忠 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 磐城林業協同組合 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 （株）日進堂印刷所
（株）テクノサイコー （株）田村バイオマスエナジー 日本電気（株） 西松建設（株）北日本支社 建交労福島県ダンプ支部 トッパン・フォームズ（株）

その他にも、２１7者（企業・団体・個人）の方々から協賛いただいております。

キビタン 森林の
もり

第69回全国植樹祭だより

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

公益社団法人
福島県森林・林業・緑化協会

福島県59市町村樹の森づくり
プロジェクト実行委員会

花と緑いっぱいのふるさとづくり
プロジェクト実行委員会

福島県木材協同組合連合会

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

斎藤　卓夫　様

福島県農林種苗農業協同組合

相馬双葉漁業協同組合

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

ふくしま中央森林組合

田村森林組合

福島県北森林組合

福島県森林組合長会議

双葉地方森林組合東白川郡森林組合

西白河地方森林組合

記憶に残るお手伝い

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、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。

　第21回全国植樹祭で昭和天皇がお手
播きされた飯豊スギを使用しています。

　式典会場に1,800基設置し、参加者の
みなさんに座っていただきました。

　シンボルマークをデザインしたボード
が、参加者のみなさんを歓迎しました。

アミーゴ･デ･川俣フォルクローレ（南米民族音楽）の演奏 福島市ゆるキャラ「ももりん」

サテライト会場の様子

十二神楽（大玉村立大山小学校のみなさん） 田植え踊り（大玉村立玉井小学校のみなさん）

福島ファイヤーボンズチアダンスパフォーマンス 奥州須賀川松明太鼓保存会の太鼓演奏

ダルライザーステージショー ご当地キャラによるステージ

白虎隊剣舞

丸太切り体験

植樹風景

創作よさこい

　県内の子供たちも製作しました。

　県民のみなさんが森林づくりへ
の想いを綴った「木製短冊」を飾り
ました。

もりもり 　丸太のパネル
で式典所まわり
を飾りました。

　ポールは、スギ丸太
を使用しました。

全国植樹祭を全国植樹祭を
開催しました！開催しました！

平成30年6月10日（日）平成30年6月10日（日）
第
69
回
第
69
回

みなさまのご支援とご協力 ありがとうございました！

最終号
平成30年

8月

会場の木製品（県産材を使用）

サテライト会場・PR会場
　サテライト会場（ふくしま県民の森）、ＰＲ会場（福島駅東口駅前広
場、郡山駅西口駅前広場、白河駅前イベント広場、会津総合運動
公園）では、ビジョンカーによる式典中継のほか、木工体験コーナー、
ステージイベント、ご当地グルメなど盛りだくさんの内容で、多く
のみなさんをお迎えしました。
　また、サテライト会場では記念植樹も行いました。

お野立て所

お手播き箱 木製ベンチ ウェルカムボード 木製プランターカバー

木製パネル

三旗掲揚施設

サテライト会場　ふくしま県民の森

PR会場
福島駅東口駅前広場

郡山駅西口駅前広場

白河駅前イベント広場

会津総合運動公園

「絆の森林」オブジェ
もり
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　式典会場に1,800基設置し、参加者の
みなさんに座っていただきました。

　シンボルマークをデザインしたボード
が、参加者のみなさんを歓迎しました。

アミーゴ･デ･川俣フォルクローレ（南米民族音楽）の演奏 福島市ゆるキャラ「ももりん」

サテライト会場の様子

十二神楽（大玉村立大山小学校のみなさん） 田植え踊り（大玉村立玉井小学校のみなさん）

福島ファイヤーボンズチアダンスパフォーマンス 奥州須賀川松明太鼓保存会の太鼓演奏

ダルライザーステージショー ご当地キャラによるステージ

白虎隊剣舞

丸太切り体験

植樹風景

創作よさこい

　県内の子供たちも製作しました。

　県民のみなさんが森林づくりへ
の想いを綴った「木製短冊」を飾り
ました。

もりもり 　丸太のパネル
で式典所まわり
を飾りました。

　ポールは、スギ丸太
を使用しました。

全国植樹祭を全国植樹祭を
開催しました！開催しました！

平成30年6月10日（日）平成30年6月10日（日）
第
69
回
第
69
回

みなさまのご支援とご協力 ありがとうございました！

最終号
平成30年

8月

会場の木製品（県産材を使用）

サテライト会場・PR会場
　サテライト会場（ふくしま県民の森）、ＰＲ会場（福島駅東口駅前広
場、郡山駅西口駅前広場、白河駅前イベント広場、会津総合運動
公園）では、ビジョンカーによる式典中継のほか、木工体験コーナー、
ステージイベント、ご当地グルメなど盛りだくさんの内容で、多く
のみなさんをお迎えしました。
　また、サテライト会場では記念植樹も行いました。

お野立て所

お手播き箱 木製ベンチ ウェルカムボード 木製プランターカバー

木製パネル

三旗掲揚施設

サテライト会場　ふくしま県民の森

PR会場
福島駅東口駅前広場

郡山駅西口駅前広場

白河駅前イベント広場

会津総合運動公園

「絆の森林」オブジェ
もり


