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植樹祭 かながわ

橋本駅より神奈川中央交通バス20分、「城
山高校前」下車徒歩3分。

「厚木バスセンター」（本厚木駅近く）よ
り神奈川中央交通バス20分、「若宮橋」
下車徒歩１分。

逗子駅前または新逗子駅前より京急バ
ス約28分。または汐入駅より京急バス
約33分。いずれも終点「湘南国際村セン
ター前」下車。

山北駅、松田駅より富士急バス「西丹沢
方面」行きで45分。「大野山入口」バス停
で下車。

伊勢原駅北口３番のりばより神奈川中
央交通バス「七沢」行きで約15分、「総合
運動公園」又は総合運動公園を経由し
ないバスは「総合運動公園入口」で下車。

海老名駅東口のバスターミナルを抜け、
右折し徒歩10分。

藤沢駅北口より神奈川中央交通バス約
15分、「天神社前」下車徒歩３分又は、湘
南台駅西口より神奈川中央交通バス約
９分、「天神社前」下車徒歩３分。

向ヶ丘遊園駅南口より徒歩約15分又は
登戸駅生田緑地口から徒歩約20分。

開成駅西口からロータリーを出て県道
（怒田開成小田原線）を右折。約10分直
進し、右手に見えるさがみ信用金庫の
裏手。

小田原駅西口（朝夕は東口）から箱根登
山バス「いこいの森（わんぱくらんど）」
行き終点下車すぐ。

各サテライト会場
へのアクセス

当日が楽しみだね!

　交通集中による渋滞が予想されるため、5月22、23、24日
は会場周辺道路及び会場間を結ぶ道路において交通規制
が実施されます。また、大会当日は路線バスの一部運休等
も予定しています。
　皆さまには、大変ご迷惑をおかけしますが、混雑解消と
円滑な大会運営のため、ご協力をお願いします。

日　時 ● 毎週土曜・日曜日13時（4月からは10時・13時の2回）
　　　 　 休止：12月～2月、5月22・23日（全国植樹祭のため）
場　所 ● 松田町寄　小田急線新松田駅から富士急湘南バス「寄」行き、終点下車。
　　　 　 川沿いに上流へ向かい徒歩40分。
　　　 　 赤色のやどりき大橋のたもとの水源林ゲート前に集合。
内　容 ● それぞれの季節に合った案内をします。
　　　 　 ・4月・5月の早春の新緑の世界　・梅雨時は水源林の力を
　　　 　 ・夏は水の中の生き物たちも　 ・秋はいろいろな実・落ち葉の観察
　　　 　 ・3月はミツマタの花の群生
　　　 　 ・第4日曜日には案内の後にちょっとした物作りも（コースター・ようじ等）
参加資格 ● 申込不要、10名以上の場合は財団にお問い合わせください。

やどりき水源林に出かけてみよう
神奈川県認定の森林インストラクターが自然の中をご案内いたします。

か な が わ 未 来 の 森
I N F O R M A T I O N

（財）かながわトラストみどり財団のイベントについて

問い合わせ先（財）かながわトラストみどり財団　電話：045-412-2255
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森が育む　あなたの心　森を育む　あなたの手 開催!!

もうすぐ
だよ!

第61回全国植樹祭及び関連行事開催に伴う
お知らせ

　5月23日（日）の「第61回全国植樹祭」開催まであと2ヶ月あまりとなりました。

　当日は、大会テーマ「森が育む あなたの心 森を育む あなたの手」に込められた、

森と人との深い関わりや、森を育てることが人々の未来を作ることに繋がるという

想いを、パフォーマンスや音楽、映像などを駆使して皆様にお伝えします。

　穏やかで、厳かな雰囲気を持つ南足柄会場では「森が育む あなたの

心」(～過去から現在へ～、“森から人へ")を表現する場として、弦楽四

重奏の調べや地元中学生による吹奏楽、サインマイム(手話を取り入れ

たパントマイム)によるアトラクション、箱根寄木細工の伝統工芸士

や緑の少年団へのインタビュー等を通じて「使われ活かされる資材と

しての木」「人間の精神や文化の土壌となる木」など、木や森が人間の

側にいつもあるということを表現します。

　雄大で、力強い雰囲気を持つ秦野会場では、「森を育む あなたの

手」(～現在から未来へ～、“人から森へ")を表現する場として、地

元の中学生で編成された吹奏楽団や各種音楽関係団体による演奏、

未来を担う元気な子供たち「ダンスキッズ」によるダンスパフォー

マンスとアニメーション映像で、「未来につなぐ森づくり－かな

がわ森林再生50年構想－」のメッセージを表現します。また、フィ

ナーレでは、両会場（中継）にいる全員（スタッフ・関係者も含む）

が参加する8,000人を超える神奈川県ゆかりの曲の大合唱「神

奈川ラプソディ」で盛り上がった中で幕を閉じます。

　そして、南足柄会場から秦野会場に切り替わる場面をつなぐ2会場連携セレモニーでは、「～過去か

ら現在へ、現在から未来へ～」「“森から人へ"と“人から森へ"」のシーンをつなぐと同時に、「過去～現

在～未来」と時間的につなぐことをイメージして、本県で開催された愛林日植樹の様子など森づくり

の歴史の紹介や、平成6年開催の県植樹祭で埋めたタイムカプセルを開封してメッセージ

を紹介するとともに、未来に向けたタイムカプセルに新しいメッセージを入れて50年後

の未来に託します。（「未来へのメッセージ」は各サテライト会

場で募集中です。）

　　　　　　　　

　皆様、全国植樹祭の開催を、どうぞ楽しみにお待ちください！
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地球を取り戻そうという、地域から「地球復興」
を目指す のロゴマーク『クールネッサンス宣言』



・代表者による記念植樹
・森林づくりの活動団体の発表
・地元中学生による大会テーマソングの演奏 ほか

5月2日

4月3日

相模原会場
県立津久井湖城山公園水の苑地
（相模原市城山町）

開催場所

主な内容

参加自由参加方法

相模原市環境経済局経済部津久井経済課
　 042-780-1416

問い合わせ先

4月29日 4月29日

5月8日

イベントが
盛りだくさん!
参加してね!

あなたのまちの
近くの会場は
どこかな？サテライト会場にご参加ください!

県立津久井湖城山公園水の苑地

・参加者・代表者による植樹
・森林に関するブース展示

4月24日

厚木会場
若宮公園
（厚木市森の里）

開催場所

主な内容

参加自由参加方法

厚木市産業振興部農業振興課
　 046-225-2810

問い合わせ先

若宮公園

小田原
わんぱくらんど会場

小田原こどもの森公園わんぱくらんど
（小田原市久野）

開催場所

主な内容

参加自由参加方法

小田原市建設部みどり公園課
　 0465-33-1582

問い合わせ先

小田原こどもの森公園わんぱくらんど

・参加者、代表者による広葉樹の植樹
・大野山の山開きに併せて牛乳配布やフォルク
ローレの演奏

山北会場
大野山山頂
（足柄上郡山北町皆瀬川）

開催場所

主な内容

参加自由参加方法

山北町産業観光課
　 0465-75-3646

問い合わせ先

大野山

・参加者による多様な樹種の植樹

・市民・企業・行政の協働による自然との共生を
目指した植樹

・市民参加型のイベント
・市民緑化運動キャンペーンの実施
3月31日までに、はがきで行事名、代表者の住所、
氏名、電話番号、参加人数（大人、小学生以下の人
数）を明記し、問い合わせ先へ

　各サテライト会場では、全国植樹祭大会当日にタイムカプセルに納める「未来への
メッセージ」を募集しています。寄せられたメッセージは大会当日の式典アトラクショ
ンとして２会場連携セレモニーの中で紹介します。
　タイムカプセルは全国植樹祭終了後、大会会場付近に埋設し、50年後に開封する予
定です。県内各地のサテライト会場にご来場いただき、是非「未来へのメッセージ」を
お寄せください。

川崎会場
生田緑地 ばら苑周辺
（川崎市多摩区）

開催場所

主な内容

参加方法

川崎市環境局緑政部緑政課
〒210-8557（所在地省略可）
　 044-200-2380

問い合わせ先

平成21年6月 麻生区「万福寺さとやま公園」にて

・より過ごしやすい公園を目指した植樹
・クラフト教室
・みどりいっぱい市民の会ＰＲ

藤沢会場
引地川親水公園一帯
（藤沢市大庭）

開催場所

主な内容

参加自由参加方法

藤沢市都市整備部公園みどり課
　 0466-50-3535

問い合わせ先

引地川親水公園

海老名会場
海老名市役所周辺
（海老名市勝瀬）

開催場所

主な内容

参加自由参加方法

海老名市市長室政策事業推進課
　 046-231-2111（代表）

問い合わせ先

プレ全国植樹祭サテライトイベントより

・町立小学校２校の代表児童による記念植樹
・間伐材丸太切り大会、緑のコンサート

・えびなの森創造事業第５回市民植樹祭
・第26回海老名市緑化まつり

開成会場
中家村公園
（足柄上郡開成町吉田島）

開催場所

主な内容

参加自由参加方法

開成町まちづくり部産業振興課
　 0465-84-0317

問い合わせ先

中家村公園

横須賀・葉山会場 平成21年5月 湘南国際村プレ植樹祭

・参加者・代表者による記念植樹
　（参加者植樹は後日実施）
・間伐材工作教室
・緑化スタンプラリー
・チェンソーアート

伊勢原会場
伊勢原市総合運動公園
（伊勢原市西富岡）

開催場所

主な内容

参加自由参加方法

伊勢原市経済環境部農林整備課
　 0463-94-4711　

問い合わせ先

・参加者による多様な樹種の植樹
・持続可能な森林づくりに関する特別講演（5月3日）など

4月16日までに、ＦＡＸ、メール、往復はがきで参
加者全員の住所、氏名（漢字・ふりがな）、年齢、電
話番号、ＦＡＸ番号を明記し、
ＮＰＯ法人国際ふるさとの森づくり協会へ
ＦＡＸ：03-3422-2765
住所：〒154-0023 東京都世田谷区若林5-21-1
メール：info＠renafo.com

湘南国際村
（横須賀市湘南国際村、三浦郡葉山町上山口）

開催場所

主な内容

参加方法

神奈川県地域政策課湘南国際村担当
　 045-210-1111（代表）

問い合わせ先

伊勢原市総合運動公園

5月16日 5月22日

5月23日 5月23日

「未来へのメッセージ」を募集しています!

みんなからの
メッセージ、
待ってるよ!
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