
第26回 森と花の祭典

みどりの感謝祭式典
“感じよう　みどりの恵みと　木のぬくもり”

平成28年 5月14日（土） 午前11時から

イイノホール

主　催： 農林水産省・林野庁、東京都、（公社）国土緑化推進機構、（一財）日本緑化センター、（一財）日本森林林業振興会、
東京緑化推進委員会



式 典 次 第

音楽演奏 東京消防庁音楽隊
日野市立七生緑小学校合唱団

開会宣言 八王子森林パトロール隊

主催者代表挨拶 農林水産副大臣

名誉総裁のおことば 眞子内親王殿下

国歌斉唱 東京消防庁音楽隊

プロローグ

式　典

山火事予防ポスター用
原画入賞作品の表彰

文部科学大臣賞（中学校の部）
徳島県藍住町立藍住中学校　　　2年 小濱　達哉

農林水産大臣賞（高等学校の部）
香川県立高松工芸高等学校　　　3年 平井　美空

文部科学大臣賞（高等学校の部）
京都府私立京都芸術高等学校　   1年 杉田　旭

※ 学校・学年は応募当時のもの

農林水産大臣賞（中学校の部）
宮城県美里町立不動堂中学校      2年 櫻井　凛

東日本大震災復興
緑化用苗木贈呈

岩手町子抱山緑の少年団（岩手県）

花いっぱい運動の代表　山口　寿美子（徳島県）

平成28年全国育樹祭開催地（京都府）の代表
京都府弓削緑の少年団

平成29年全国植樹祭開催地（富山県）の代表
魚津花とみどりの少年団

苗木と花の特別贈呈

森林と緑への賛歌 日野市立七生緑小学校合唱団

閉会宣言 日本ボーイスカウト東京連盟
ガールスカウト東京都連盟

誓いの言葉 魚津花とみどりの少年団 稗苗　紗文 （小６）
吉森　晴乃 （小６）

みどりの文化賞の顕彰 C.W.ニコル、岩手県葛巻町
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司会：相沢　礼子（2003ミス日本グランプリ）
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苗木と花の特別贈呈 － 受領者の活動 －

魚津花とみどりの少年団
平成29年全国植樹祭開催地（富山県）の代表

贈呈：シナノキ /アジサイ

団員構成 ： 魚津市立松倉小学校の児童
団員 ： 35名　昭和53年結成
　魚津花とみどりの少年団は、現在松倉小学校の４年生から６年生までの児童が
団員として活動しています。松倉小学校は、魚津市の山間部に位置し、北西には、
「蜃気楼・埋没林・ほたるいか」の三大奇観で知られる富山湾をはるかに望み、南東
には、3000ｍ級の山々が連なる立山連峰を仰ぎ見ることができる自然豊かな地域
にあります。
　富山県内で毎年開催される「とやま森の祭典」での植樹活動や、校区内にある松
倉城址ふるさと歩道の下草刈り、清掃活動を行っています。また、平成26年には市
内で開催された「新川森林祭」に参加し、富山県が全国に先駆けて開発した優良無
花粉スギ「立山 森の輝き」の植樹活動を行うなど、自然に親しみ、守り、育てる活動
を積極的に行っています。

ふるさと歩道の清掃活動 とやま森の祭典への参加

優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の植樹
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京都府弓削緑の少年団
平成２８年全国育樹祭開催地（京都府）の代表

贈呈：イチイ /アジサイ

団員構成 ： 京都市右京区京北地域の三小学校の児童
団員 ： 32名　昭和60年結成

　京都府弓削緑の少年団は、京都府京北・美山地域を中心に活動しています。
京北合併記念の森で行われる森づくりボランティア活動には毎年参加し、昨年
度には、森林と川のつながりを考えるため、美山地域で由良川の源流探検を行
いました。
　また、北桑田高等学校の生徒が自ら生産・加工した木材を使い、高校生の指
導の下に、本立ての作成を行いました。これからも豊かな森を次世代につなぐ活
動を積極的に行っていきます。

平成２７年 美山川のラフティング・生き物観察 平成２７年 木工教室 地元北桑田高校森林リサーチ科にて
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山口　寿美子（徳島県）
花いっぱい運動の代表

贈呈：ケヤキ /アジサイ

　山口氏は、「花が咲く中で親を見送りたい」という気持ちで、過疎化した中山
間地にある実家の畑に、19年前からシバザクラを植え始め、以来継続的に花づ
くりに取り組んでいます。その美しい景観が口コミやインターネット等で評判に
なり、「花の里」として県内外から見学者が訪れる観光名所となりました。
　また、山口氏の活動をきっかけに、地域住民も花の里づくりに参加するように
なり、休耕地でハナナやコスモスなどを植えています。故郷を離れた人たちも里
帰りをし、花の手入れの手伝いや地区のお祭りへ参加するなど、花づくりを通じ
た農村の活性化にも一役買っています。

やま す み こぐち
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岩手町子抱山緑の少年団（岩手県）

贈呈：ヤマザクラ

団員構成 ： 岩手町立沼宮内小学校の児童
団員 ： 22名　昭和48年結成

　岩手町子抱山緑の少年団は、岩手町内の標高355mの「子抱山」を活動拠点
とし、マツノマダラカミキリの生息調査や森林学習を行っています。
　また、子抱山が、平成14年に林野庁が指定する「遊々の森」や、平成27年に
NPO法人「森林セラピーソサエティ」認定の「森林セラピーロード」に認定された
ことを機会に、これまでの森林学習で得られた成果を子抱山の専用パンフレッ
トに提供するとともに、団員手作りの大看板を作成し、団のシンボルとして森林
セラピーロードの入口に設置しました。
　これからも、これまでの学習の成果を活かして、岩手町などと連携して関連イ
ベントや情報提供に積極的に連携して取り組んでいく方針です。

東日本大震災復興緑化用苗木贈呈
－ 受領者の活動 －
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山火事予防ポスター用原画入賞作品の表彰
　森林を愛する心を育み、山火事予防の意識と活動の啓発を図ることをねらいとし、
昭和２８年度より、山火事予防ポスター用の原画を全国の中学生・高校生から募集
し、入賞者を決定・表彰しています。
　今回は、平成２7年度募集での入賞者２０名のうち、農林水産大臣賞と文部科学大
臣賞を受賞された４名の作品を紹介します。

実　　施：一般財団法人日本森林林業振興会
後　　援：総務省消防庁、文部科学省、林野庁、全国森林組合連合会、森林火災対策協会
募集対象：全国の中学生及び高校生
応募点数：約6,6００点（平成27年度）

表彰作品

農林水産大臣賞 (中学校の部)
宮城県美里町立不動堂中学校 2年

櫻井　凛
さくら　　い り　ん

ひら　　い み　　そら すぎ　　た あさひ

こ　　はま たつ　　や

文部科学大臣賞 (中学校の部)
徳島県藍住町立藍住中学校 2年

小濱　達哉

農林水産大臣賞 (高等学校の部)
香川県立高松工芸高等学校 3年

平井　美空

文部科学大臣賞 (高等学校の部)
京都府私立京都芸術高等学校 １年

杉田　旭
※学校・学年は応募当時のもの
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　私たちは、標高３，０００メートル級の万年雪を抱く立山連峰
と、青白い光を放つホタルイカが泳ぎ、幻想的な蜃気楼が浮かぶ
神秘の海富山湾に囲まれ、清らかな水と緑に恵まれた富山県で、
花とみどりの少年団活動をしています。
　私たちが住む魚津市では、日本一高いところに生育するスギ
や、「洞杉」と呼ばれる大きな石を抱え込むように生育する巨大な
スギ、約2,000年前のスギの原生林が海底に沈んだ「埋没林」な
ど、山から海に至るまで、さまざまな珍しいスギを見ることができ
ます。
　また、花粉をまったく飛ばさない、優良無花粉スギ「立山 森の
輝き」が開発され、私たちも植樹活動に協力しています。
　私たちは、これからも森・川・海のつながりを大切にし、自然を
愛し、緑に親しみ、守り育てる活動をしていきます。

　ここに、第26回森と花の祭典「みどりの感謝祭」に参加し、緑の
恵みに感謝するとともに、次のことを誓います。
一つ、私たちは、たくさんの仲間と協力して元気いっぱい活動し、
緑豊かな美しいふるさとをつくります。
一つ、私たちは、豊かな自然に感謝する気持ちを忘れずに、心をこ
めて緑を育て、未来に引き継いでいきます。

富山県みどりの少年団を代表して    
魚津花とみどりの少年団                   稗苗　紗文 （小６）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉森　晴乃 （小６）

誓いの言葉
第26回森と花の祭典－「みどりの感謝祭」（平成28年）

ひえなえ さ あや

よしもり はる の

平成２8年５月14日
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森林と緑への讃歌

日野市立七生緑小学校合唱団

演奏曲
「ひかるこみち」

「花」
「地球星歌」

指揮 ： 後藤朋子（指導教諭） 
伴奏 ： 畑野 かん奈（ピアニスト）

平成20年春発足  ８１名

　創立８年目の七生緑小は、緑豊かな七生丘陵にあります。音楽室からは、浅川、多
摩モノレール、遠く日光白根の山が見え、春にはカワセミが鳴き、多摩の風が爽やか
に通り抜ける、のびのびとした環境です。
　合唱団は4年～6年の８１名が毎朝仲よく活動しています。公民館、寮護園、デイ
サービスでのコンサートなど、地域の方に温かく育てていただいています。校内では
学校公開で“中昼コンサート”を3日間行い、低学年からクラスの友達、来校の保護
者の方に楽しんでもらうコンサートを開いています。
　毎日の練習ではペアで、音程、ブレス、発音、発声、曲想表現などを互いに聴き合
います。上の学年は下の学年にわかりやすくアドバイスするなど自分の考えや感想
を伝え合うことで相手をよく知り、高め合うようにしています。
　こうした活動の成果があり、平成2２、23年度NHK全国学校音楽コンクール小学校
の部で全国銅賞、２５、２６、２７年度に渡って３年連続全国金賞をいただきました。
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隊長 ： 五十嵐 清　昭和24年発足

指揮 ： 五十嵐 清 隊長

東京消防庁音楽隊

「ハナミズキ」
「ありがとう」

「365日の紙飛行機」
「世界に一つだけの花」

　東京消防庁音楽隊は、昭和２４年に日本初の消防音楽隊として発足し、今年で
６7年を迎えます。「東京都民と消防のかけ橋」として、音楽を通じて防火・防災
への協力を呼びかけ、「世界一安全・安心な都市　東京」の実現のために、演奏
活動を行っています。

プロローグ演奏

演奏曲
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演奏曲

式典をお手伝いいただく皆さま

八王子森林パトロール隊

2016 年度ミス日本
みどりの女神

公益財団法人日本いけばな協会 常任理事
一般社団法人池坊華道会 理事

●昭和42年結成
●八王子市の小・中学校45名で構成

矢上　哲己飯塚　帆南

　数々の緑化活動や自然体験を通じた健全な青少
年育成を目的として（一社）八王子青年会議所が設
立しました。
　永年にわたり高尾山を拠点に清掃活動を続けて
きた功績が認められ、平成元年には内閣総理大臣
賞、農林水産大臣賞を受賞。ミシュランガイドに於け
る高尾山の三つ星獲得にも大きく貢献しました。

　2015年にミス日本に「みどり
の女神」が新設されました。
　趣味の森林浴を日光や高尾山
で楽しみ、新宿御苑や皇居周辺の
ランニングも行っています。
　将来は、国連などの国際的な組
織で働きたいと考えています。

　昭和46年に池坊に入門し、いけばなの
作品を製作し続けてきました。現在は(公
財)日本いけばな芸術協会常任理事及び
（一財）池坊華道会の理事を務め、いけ
ばな文化の振興に力を注いでおります。
　今回の作品では、「初夏モード」をテー
マとし、「春がつぎの季節へ移り行くと
き、花だけでなく枝物も美しい彩りをみ
せる」ということを表現しています。

一般社団法人
ガールスカウト東京都連盟

●昭和25年結成
●就学1年前の少女から成人3,500名で構成
　東京に緑を増やす運動を東京緑化推進委員会と
協力し取り組んでいます。
　平成２７年度は、駒沢オリンピック公園にサトザク
ラ３種、小平市立子どもキャンプ場にコナラ２本、ケ
ヤキ１本の植樹を行いました。
　これからも木々の成長を楽しみに見守りながら、
募金や植樹をはじめとした様々な緑化活動を続けて
いきたいと思います。

公益財団法人
日本ボーイスカウト東京連盟　大都心地区

●平成22年地区再編成
●千代田区等在住の小～大学生1.400名で構成

　奉仕活動の一環として「東京緑化募金」を各区の
活動地域駅周辺で伝統的に行っています。「よき社会
人」の育成をテーマに、さまざまな奉仕活動や野外活
動を行っています。



第26回 森と花の祭典

みどりの感謝祭式典

みどりの感謝祭協賛団体みどりの感謝祭協賛団体(五十音順)(五十音順)

ご協賛ありがとうございました。

朝日航洋株式会社
アジア航測株式会社
イワフジ工業株式会社
株式会社エフエム東京
一般社団法人 海外林業コンサルタンツ協会
経団連自然保護協議会
株式会社興林
公益財団法人 国際緑化推進センター
国土防災技術株式会社
公益社団法人 ゴルフ緑化促進会
株式会社森林テクニクス
全国花き振興協議会
全国国有林造林生産業連絡協議会
全国山林種苗協同組合連合会
全国森林組合連合会
一般社団法人 全国森林土木建設業協会
一般社団法人 全国森林レクリエーション協会
全国水源林造林協議会連合会
全国素材生産業協同組合連合会
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
一般社団法人 全国燃料協会
全国銘木連合会

一般社団法人 全国木材市売買方組合連盟
一般社団法人 全国木材組合連合会
全国木材チップ工業連合会
全国木炭協会
一般社団法人 全国林業改良普及協会
全国林業研究グループ連絡協議会
全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会
一般社団法人 全日本木材市場連盟
大同商事株式会社
公益社団法人 大日本山林会
電源開発株式会社
一般社団法人 東京都木材団体連合会
東京都林業研究グループ連絡協議会
一般社団法人 日本植木協会
公益社団法人 日本家庭園芸普及協会
公益財団法人 日本合板検査会
日本合板工業組合連合会
日本産・原木乾しいたけをすすめる会
日本集成材工業協同組合
公益財団法人 日本住宅・木材技術センター
一般社団法人 日本森林技術協会
日本製紙連合会

日本造林協会
日本たばこ産業株式会社
一般社団法人 日本治山治水協会
日本木材防腐工業組合
一般社団法人 日本林業協会
一般社団法人 日本林業経営者協会
株式会社日本林業調査会
日本林業土木株式会社
一般社団法人 日本林業土木連合協会
日本林業肥料株式会社
一般社団法人 日本林野測量協会
日本レンゲの会
一般社団法人 日本ログハウス協会
一般社団法人 農林水産航空協会
農林中央金庫
物林株式会社
株式会社文化放送
一般社団法人 林業機械化協会
一般社団法人 林業薬剤協会
一般社団法人 林道安全協会


