
子どもの森づ

〒144-0054 東京都大田区新蒲田１－１０－
http://www.kodomono-mori.net  

「子どもの森づくり運動」とご縁をもた
お送りさせていただいております

暑中お見舞い申

猛暑が続きますが 皆様には猛暑が続きますが、皆様には
どうぞお体を大切に

そんな季
念願の「ＪＰ子どもの森づくり運動」フラグシッ
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■「子どもの森づくり運動」とは
今子どもたちは、高度な情報化社会の中でバーチャルな
れています。 しかし、子どもたち（特に幼少期の）は、変化
な感性や健全な環境意識、そして子ども本来の生きる力を

「子どもの森づくり運動」は、全国の保育園・幼稚園を拠点

（３）事務局からのお知らせ

子どもの森 くり運動」は、全国の保育園 幼稚園を拠点
に「生きる力」と「健全な環境意識」を育むための自然体験

■「ＪＰ子どもの森づくり運動」とは
２００８年より、日本郵政グループの特別協賛を得、都道府
すフラグシップ事業「ＪＰ子どもの森づくり運動」を展開しま

■「子どもの森づくり運動」運営体制
・運 営 ：ＮＰＯ法人子どもの森づくり推進ネットワ
・特別協賛 ：日本郵政グループ
・後援/協力 ：（社）全国私立保育園連盟 （社）大
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たせていただいた方々に、活動情報を
す。ご意見など賜れば幸いです。

申し上げます。

はいかがお過ごしでしょうかはいかがお過ごしでしょうか。
にお過ごし下さい。

季節の中、
ップ園の全国ネットワークが仕上がりました。

次＞
シップ園全国ネットワークづくり達成！
年植樹活動レポート

環境に取り囲まれ、本物の自然体験活動から遠ざけら
化に富んだ自然体験活動の中でこそ、五感を通じて豊か
を育みます。

点に一貫した森づくり活動を通じて、幼少期の子どもたち点に 貫した森 くり活動を通じて、幼少期の子どもたち
験活動と環境学習の場を提供しようという全国運動です。

府県に一園一事業、全国に普及活動の拠点づくりを目指
ます。

ワーク

大谷保育協会
法人Ｃ・Ｃ・Ｃ富良野自然塾
法人自然体験活動推進協議会

社）日本オート・キャンプ協会
部



（１）「ＪＰ子どもの森づくり運動」フラグシップ園 全国ネットワーク
２008年より普及活動を推進してまいりました、「ＪＰ子どもの森
2010年7月に達成させていただきました。全国都道府県に一
皆様のご支援、ご協力に対し、心より御礼申し上げると共に、
いくことを願っております。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上

都道府県 所在地 実施園

北海道 札幌市 三和新琴似保育園

青森県 青森市 八 橋保育園

＜「ＪＰ子どもの森づくり運動」フラ

青森県 青森市 八ッ橋保育園

岩手県 奥州市 駒形保育園

宮城県 仙台市 バンビの森保育園

秋田県 湯沢市 湯沢保育園

山形県 鶴岡市 美咲保育園

福島県 南会津町 田島保育園

茨城県 高萩市 聖徳保育園茨城県 高萩市 聖徳保育園

栃木県 高根沢町 高根沢第二幼稚園

群馬県 前橋市 木の実幼稚園

埼玉県 本庄市 児玉保育園

千葉県 千葉市 今井保育園

神奈川県 相模原市 渕野辺保育園

山梨県 甲府市 甲府みなみ（大里）幼稚園山梨県 甲府市 甲府みなみ（大里）幼稚園

東京都 練馬区 清心幼稚園

東京都 新宿区 新宿せいが保育園

新潟県 新潟市 竹野町保育園

長野県 立科町 千草保育園

富山県 富山市 やまむろ保育園

石川県 穴水町 穴水第 平和保育所石川県 穴水町 穴水第一平和保育所

福井県 大野市 大野幼稚園

岐阜県 郡上市 浄心保育園

静岡県 長泉町 エンゼル幼稚園

愛知県 春日井市 柏井保育園

クづくり達成！
森づくり運動」フラグシップ園の全国ネットワークづくりを、
園（東京二園）、活動の拠点となるネットワークの完成です。
、それぞれのフラグシップ園を拠点にさらに活動の輪が拡がって
上げます。

都道府県 所在地 実施園

三重県 鈴鹿市 ほうりん保育園

滋賀県 豊郷町 崇徳保育園

ラグシップ園全国ネットワーク＞

滋賀県 豊郷町 崇徳保育園

京都府 京都市 ときわ幼稚園

大阪府 東大阪市 木の実保育園

兵庫県 神戸市 同朋にこにこ保育園

奈良県 大和郡山市 やまと保育園

和歌山県 和歌山市 あわ保育園

鳥取県 琴浦町 赤碕保育園鳥取県 琴浦町 赤碕保育園

島根県 浜田市 ちどり保育所

岡山県 岡山市 操南保育園

広島県 広島市 みのり愛児園

山口県 下関市 清和保育園

徳島県 徳島市 南佐古保育園

香川県 観音寺市 観音寺中部保育園香川県 観音寺市 観音寺中部保育園

愛媛県 松山市 小富士保育園

高知県 高知市 あおい保育園

福岡県 苅田町 青い鳥保育園

佐賀県 多久市 杉の子保育園

長崎県 南島原市 文華保育園

熊本県 上天草市 大矢野ひまわり保育園熊本県 上天草市 大矢野ひまわり保育園

大分県 玖珠町 くるみ保育園

宮崎県 延岡市 つくしんぼ保育園

鹿児島県 鹿児島市 こまどり保育園

沖縄県 宮古島市 花園幼稚園



（２）「ＪＰ子どもの森づくり運動」２０１０年植樹活動レポート（順不

■福井県「大野幼稚園」 日程：２０１０年５月２９日（月） 会場
インストラクター：中村光宏（九頭竜自然樂校） 日本郵政グ

植樹のフィールドは、九頭竜湖を見渡せる湖畔です。植樹終

■京都府「ときわ幼稚園」 日程：２０１０年６月４日（金） 会場：
インストラクター：森田章介（亀岡里山クラブ） 日本郵政グル

不動）

：九頭竜ダム湖畔
グループ：郵便事業 大野支店 田中幸雄支店長

終了後、九頭竜湖のカヌーツーリングを体験しました。

：亀岡市「亀岡里山クラブ活動林」
ループ：日本郵政 渡邊寛之氏



（３）事務局からのお知らせ

■「ていぱーく 」出展のご案内
「ＪＰこどもの森づくり運動」では、昨年にひきつづき今年も普及、広
長期出展します。会場では、２００９年参加園の一年目の活動が紹

・展示期間：２０１０年５月より約一年 【９：００～１６：００／月曜日
・会場:東京都千代田区大手町2-3-1 「逓信総合博物館・てい
・入館料（個人 ： 大人 110円、小・中・高校生 50円)、 高校 )
＊団体でご来館の際は、招待券の発行も可能ですので事務局宛

■「富良野自然塾環境プログラム体験研修会」参加者募集のお知
富良野の大自然のフィールドの中で「ＮＰＯ法人Ｃ・Ｃ・Ｃ富良野自
体験する研修会の参加者を募集します。
・実施日：２０１０年９月７日（月）、８日（火）一泊二日
・内容：「裸足の道」「石の地球」「地球の道」「植樹体験」「闇の教室

■活動日等の変更についてのお願い
事務局としては 「ＪＰ子どもの森づくり運動」の実施園活動は 子

内容：「裸足の道」「石の地球」「地球の道」「植樹体験」「闇の教室
・宿泊：富良野プリンスホテル（ツインルーム２名宿泊）
・料金：35,000円（「旭川空港」集合、解散／食事４食付き）＊旭川空
＊お問合せ、お申込みは、「子森ネット」まで。Tel:03-5711-0362
＊詳細はホームページにても案内中。http://www.kodomono-mo

■本とあそぼう「全国訪問おはなし隊」
コラボレーション活動のご案内

「 子ども 森づくり運動 は 講談社が運営する本とあそぼ

事務局としては、「ＪＰ子どもの森づくり運動」の実施園活動は、子
の中で支援させていただきたいと思っております。そのため、活動
時間が必要です。 活動日等の変更は、可能な範囲で余裕を持
の社員さんたちからは、２０１０年もサポートメンバーとして、でき
ます。

「ＪＰ子どもの森づくり運動」では、講談社が運営する本とあそぼ
「全国訪問おはなし隊」との協働活動を実施します。
ご興味のある方は、事務局までお問合せ下さい。

２０１０年 １０月 １１月 １２月

１号車 岡山県 香川県 愛媛県

２号車 奈良県 和歌山県 沖縄県

＜「全国訪問おはなし隊」２０１０年巡回スケジュール＞

号車 奈良県 和歌 県 沖縄県

＊同活動実施のためには、キャラバンカー（４ｔ、車幅２．５ｍ、全長６．９ｍ
車高３．５ｍ）が通過でき、さらにキャラバンカー開架時に１０ｍ四方程度
平らな設置場所が必要となります。
詳細はこちら ⇒ http://www.kodansha.co.jp/kids/ohanashi

お申込み期限は、３ヶ月前の10日です。
２０１０年１１月実施の場合、２０１０年８月１０日が締切りと
なっております。

広報活動の一環として「逓信総合博物館・ていぱーく」に、
紹介されています。皆様のご来場をお待ち申し上げます。
日休館（祝日の時は火曜日休館）】
ぱーく」（２階企画展示場）

宛お問合せ下さい。

●「ていぱーく」アクセス

＜アクセス＞
東京都千代田区大手町2 3 1

知らせ
然塾（倉本聰塾長）」の環境プログラムを

室」 ＊「旭川動物園」見学あり

東京都千代田区大手町2-3-1 
大手町駅下車 A4･A5出口すぐ

子森ネット 日本郵政グループ 及び地域サポーターの協働体制

室」 ＊「旭川動物園」見学あり

空港までの航空チケットも手配可能です。
fax:03-5711-2264
ri.net

う

子森ネット、日本郵政グループ、及び地域サポーターの協働体制
動日等の変更の際は、それぞれ関係各所の日程調整に、若干

持った日程でお願いできれば幸いです。なお、日本郵政グループ
きるだけご一緒させていただきたい旨のお申し出をいただいており

■夏、草茂る！ 草刈りのお願い

猛暑が続きますう！ 猛暑が続きます。

そんな季節でも植樹場所の
夏草は勢いよく育ち、小さな
苗木をのみ込んでしまいます。

植樹後も、定期的な苗木の
管理をお願いします。

ｍ、
度の

（写真）
福井県「九頭竜湖」フィールド
「九頭竜自然樂校」スタッフに
よる草刈り。


