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・・・って、知ってる！？

地球緑化センター（GEC）の「山と緑の協力隊」は 1996 年 5 月、
長野県赤沢という国有林から出発しました。その後、各地に活動
拠点を増やし、毎回多くの方が参加している活動です。
また、排出した CO2 を埋め合わせるための森林ボランティア活
動として「カーボンオフセット」運動や、子どもたちへ緑の文化を
伝える紙芝居活動など、多彩なプログラムを提供しています。
人と緑を結ぶ活動のきっかけとして、あなたも緑のボランティアを
始めてみませんか？誰でも、どんなカタチでも、地球の緑に貢献
できます！
あなたのご参加をお待ちしています。
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緑のこころを育てたい

森林ボランティア活動
ストップ！温暖化！
緑の学校・緑の文化

ＧＥＣ主催プログラム！

森林ボランティア活動

長野県 赤沢自然休養林

神奈川県 湘南海岸林

どの活動があなたに合うかな？探してみよう！

（国有林）

【活動内容】間伐、自然散策、森林教室など
【活動 PR】
ここは「山と緑の協力隊」事業が始まった最初の活動地です。木曽五
木に囲まれた素晴らしい環境での活動はリピーターも多く、心身とも
にリフレッシュできます。また、築
100 年を超える石置屋根の古民家
の宿で、囲炉裏を囲んでの森林教
室はアットホームな雰囲気です。囲
炉裏で食べるご飯は美味しいです
よ。ヒノキの美林を育てるお手伝い
をしてみませんか？

(県有林)

【活動内容】つる切り、除伐、砂草植え、砂浜教室など
【活動 PR】
湘南海岸砂防林は、海岸からの砂や塩害から、湘南の街を守ってい
ます。この貴重な砂防林を守り、
育てていきたいという願いを込め
て 2008 年に活動がスタートしまし
た。学生をはじめ、社会人やシニ
アまでたくさんの方々が参加して
います。つる切り等は地道な作業
ですが、成果が目に見えてわか
り、やり終えた後はすがすがしくや
りがいがあります。

お問い合わせ・ご相談は・・・
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１

ボランティアは初めて、まずは気軽に参加してみたい。

⇒神奈川県 湘南海岸林で、まずは１日
体験してみよう。
２

山のなかに入って作業をしてみたい！間伐してみたい。

⇒長野県 赤沢自然休養林で、自然散策も
楽しみながら、間伐作業をしてみよう。
３

植林がしたい！旅気分で、遠くへ行ってみたい！

⇒東京都 三宅島で、噴火からの再生を
目指す活動に参加してみよう。

東京都 三宅島

（国有林、村有林）

【活動内容】植林、森林整備など、復興ボランティア
【活動 PR】
三宅島は 2000 年の噴火により、火山ガスの影響で島の森林が立ち
枯れる被害が出ました。2006 年に
緑化活動の第一歩として森林管
理署・地元小学校・森林ボランテ
ィアが共同して植樹祭を行い、マ
ツを数百本植えたことがきっかけ
で活動が始まり、今では島のあち
こちで植林を行い、島を守る緑の
復興に向けて活動しています。

〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-7-4 清水ビル 3F
TEL：03-3241-6450 ／ FAX：03-3241-7629
E-mail： ym@n-gec.org
HP：http://www.n-gec.org

２

始めてますか？地球への貢献

ストップ！温暖化！

地球緑化センターには、グリーンアースマイレージ（ＧＥＭ）というしくみがあります。私たちは日常生活の中で CO2(二酸化炭素)などの
温室効果ガスを排出しています。日本人一人あたりの 1 年間の排出量は、なんと 10 トンにもなります。この CO2 排出分を、吸収源である森林
づくりをすることで、地球温暖化防止への取り組みを行っています。

マイレージを貯めよう！
緑のボランティア活動 1 時間あたりの CO2 吸収量を 10kg として、活動量
を数値化しています。この活動時間がマイレージです。活動に参加する
皆さんには、もれなくグリーンパスポートを進呈しています！パスポート
の貯蓄表に、活動時間を記録していき、4 月～3 月までの 1 年間の貯蓄
表のコピーを 4 月 20 日までに郵送・FAX・メールいずれかの方法で「地
球緑化センター 山と緑の協力隊係」に報告してください。地球緑化セ
ンターの総会（5 月末）で、多くマイレージを貯めた方は認定いたします。
副賞もありますよ！
地球に優しく、自分も嬉しい…大賞を目指してみませんか？

３
緑の学校

CO2 吸収量

賞

副賞

210kg/CO2

緑化推進賞

エコグッズ

480kg/CO2

緑化努力賞

エコグッズ

960kg/CO2

緑化貢献賞

エコグッズ

2000kg/CO2

EC ナビ GEM 大賞

記念品

グリーンライフ賞

記念品

ふるさと協力隊隊員
810kg/CO2

緑のこころを育てたい

緑の学校・緑の文化

子どもと緑をつなげよう！
森づくり体験や紙芝居の上演、森林教室などの出前授業や
訪問授業を行っています。様々なメニューがありますので、総
合学習などにご活用ください。

４

緑の文化を伝えたい！

紙芝居「ガスラー」の一場面
「ガスラー」は、地球温暖化の危機を、森
の妖怪「天狗のてんじいさん」「河童のか
っくん」と、都市の怪獣「ガスラー」の戦い
として描き、子どもたちと地球緑化の未来
を考える作品です。
(尾曽律葉原作・地球緑化センター監修)

「森をテーマにした紙芝居・歌の歌詞作品」を募集し、森の文化祭を開催してきました。それを通し
て、文化的な側面から森と触れ合うきっかけを提供しています。全国から集まった作品は個性豊か
なすばらしい作品ばかりで、これまでの紙芝居や歌の CD･楽譜の貸し出しを受付中です！
「ストップ！温暖化！」を目指した、地球緑化センター監修の紙芝居第一作「ガスラー」も、大好評
につき貸し出し受付中です！ぜひご利用ください。また、集まった紙芝居作品を上演する「紙芝居
ボランティア」も募集しています。
森の歌
森の紙芝居
作品タイトル

＊一部をご紹介いたします
作者名(チーム名)

作品タイトル

作詞

作曲

アファンのもりのうた

服部 竜一

宮川 彬良

かれ葉だってやくにたつ

ユニコーン

森の音

横尾 有香・杉山 茉文・土井 菜摘

宮川 彬良

ようこそつねきちレストラン

阿部泉咲・阿部彩純・阿部萌香

森のテングを笑わそう

大家 涼

宮川 彬良

きりがみの森

ユニコーン

もりのたんけんたい

袖ヶ浦東小 1 年 2 組

宮川 彬良

ゆかのひみつの森

はたやファミリー

森のモリリン

市川 桜七

宮川 彬良

ウッディと森のなかまたち

ゆうまりょうま

もりにいったよ

袖ヶ浦東小 1 年 1 組

宮川 彬良

その他にも、さまざまな参加のカタチがあります！
★ＣＳＲをサポートします！
地球緑化センターでは、社員研修やＣＳＲのためのプログラムを多数用意しています。プログラムに参加することで、企業は都市と山村をつなぐ
役割を担い、山村の再生や地球温暖化防止にも貢献することができます。ぜひご活用ください。

○現場で体験、活動！…新入社員研修として、ＣＳＲ活動の一環として、森林ボランティアを開催できます。
○苗木募金！…国内の森林整備地域に、苗木や活動の資金として、取り組みに協力できます。
○子どもたちに緑の大切さを伝える！…森をテーマにした紙芝居を通して、未来を担う子どもたちと関わります。
○物資を提供！…活動に必要な道具や機材を直接寄付できます。

★会員募集！
地球緑化センターの会員として、団体を応援してくれる個人、法人を募集中です！詳しくは、地球緑化センターまでお問い合わせ下さい。
・入会金（入会時のみ）
1,000 円
・年会費
個人会員 １口 10,000 円（個人） 5,000 円（学生） 15,000 円（家族）
賛助会員 １口 20,000 円（団体） 法人会員 50,000 円（企業）
・会員特典 ①機関誌「タマリスク」（年６回） 無料送付
②情報誌「緑の通信」（年６回） 無料送付
③地球緑化センター主催の事業に優先参加または参加費の割引、免除があります。

