
「苗木 for いわき」プロジェクト・ニュースレター 

ク ロ マ ツ 通 信 No ３  

～ 皆さまと進めるいわき市の海岸林づくり ～ 

海岸及び海岸林の清掃活動も続けています 

「苗木 for いわき」プロジェクトへご協力いただきまして、ありがとうございます。 
ともに活動を進める皆さまと、情報共有や進捗状況を共有していきたい、すてきな協力者の皆様を
ご紹介させていただきたい、との想いから、クロマツ通信を隔月で発行しております。 

この事業は平成24年度 赤い羽根共同募金 災害ボランティア・NPO活動 サポート募金の助成を受け、実施しています。 

12月２日には、佐野市社会福祉協議会とボランティアの皆様約30人の方々と一緒に清掃活
動を行いました。天気にも恵まれ、一日活動することができこの日は、256袋のゴミと、タ
イヤ４本、粗大ごみを回収できました。回収したゴミはいわき市のご協力で回収、運搬し
ていただいています。 
 
地道な活動ですが、拾えば拾う分だけきれいになります。美しい海岸を取り戻すために、
引き続き取り組んでいきたいです。 

昨年の９月より、海岸及び海岸林のゴミの清掃活動を行っています。津波により海水がた
まったところにはプラスチック、ビン、カン、日用品、タイヤなど多くの物、ゴミが残り
ました。いわき市の夏井川河口、新舞子海岸を中心に毎月１～２回のペースで清掃活動を
継続しています。 

１２月２日、 
佐野市社会福祉協議会の
皆様と活動を行いました。 
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２ tree café で、苗木for いわき 応援メニューが始まりました。 

苗木の購入に関するご報告  苗木をずっと安く購入できることになりました！ 

クロマツパートナーでもある、宇都宮市の2 tree caféさんが、苗木 for いわきプロジェクトを応援する 
寄付メニューの販売を開始してくださいました。 2 tree caféさんは、おしゃれでおいしい素敵なカフェです。 
 
 
 
 

倉本店長のコメント 
 
昨年未来基地でのいわきのボランティアに幾度か参加させて
もらいました。 
「苗木ｆｏｒいわき」の活動が始まり、お店を通してほんの少しで
も栃木と福島とのつながりを持つことができたらと願っています。 
  
クロマツ海岸林の植林活動へ繋がる「マツノミＳＷＥＥＴＳ ＳＥ
Ｔ」の販売や、栃木を中心に音楽活動をしている素敵なミュー
ジシャンの方々と制作しているチャリティーコンピレーションＣ
Ｄ「木を植える音楽」など、私たちなりのアイデアを持って多く
の方のご協力をいただきながら輪をじわじわと広げています。 
  
よかったらぜひお店にゆっくりお茶をのみにいらしてください
ね。 
 
 2 tree café  住所：栃木県宇都宮市西原3-3-14  
         電話： 050-1026-5173  
ホームページ http://2treecafe.jimdo.com/ 
 

「苗木forいわき」プロジェクトを始めるにあたり、一番考えたことは、クロマツの苗木をいかに安く、確実
に確保するか、ということでした。 
クロマツには松くい虫という脅威がありますので、松くい虫に強い『抵抗性クロマツ』しか海岸に植林する
ことができません。 
 『抵抗性クロマツ』の苗木を出荷するためには、これまで「マツノザイセンチュウ」の接種を２回程度し
て、生き残ったものだけが、苗木として販売されるという大変手間のかかる工程を必要としました。そのた
めどうしてもコストがかかり、価格が高くなります。みなさまには相場である１本800円で寄付をよびかけさ
せていただいていました。 
 
 しかし、プロジェクトを開始してから素晴らしい出会いがありました。 
いばらき林業種苗組合のみなさまで、抵抗性クロマツを、抵抗性の遺伝子をもった種から生産する技術を確
立され、生産されていました。予防接種を必要としないため、時間も労力もかなり下げることができ、大幅
なコストダウンを達成されています。イノベーションです。 
 
その、いばらき林業種苗組合のみなさまが、「苗木forいわき」プロジェクトの趣旨に賛同してくださり、苗
木を廉価で大量にお分けいただけることになりました。 
 
それにより、苗木の目標本数を14,000本にし、より大きな貢献ができるように上方修正いたします。 
本数が増えるとより管理に人手や時間が必要となるので、１口3,000円のうち、苗木購入額と 
保育管理費の比率は変更させていただきました。（１口3,000円＝苗木代14本約900円 保育管理費2,100円） 
 
いわきの海岸林のクロマツも、時間の経過とともに倒れなかったけれど塩害によって立ち枯れし 
しまった木が増えています。必要な苗木本数も大きく増えることになります。それにも対応できるように、
取り組んでいきます。引き続きのご支援よろしくお願いいたします。 
 

１本800円 → 63円に！  目標本数も14,000本に  

2 tree cafe 

寄付メニューの紹介 
マツノミSweets マツノミタルト 



一般社団法人とちぎ青少年自立援助センター    （真岡市） 
一般社団法人栃木県若年者支援機構        （宇都宮市） 
NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク    （宇都宮市） 
グループホーム草想舎                 （市貝町） 
学校法人 自然保育学園  風と緑の幼稚園         （宇都宮市） 
学校法人 高根沢育英会  高根沢第二幼稚園    （高根沢町） 
栃木県立益子特別支援学校              （益子町） 
認定NPO法人とちぎボランティアネットワーク           （宇都宮市） 
社会福祉法人 益子のぞみの里福祉会  美里学園   （益子町） 
NPO法人栃木ダルク                    （宇都宮市） 
2 tree café                           （宇都宮市） 
公益財団法人 とちぎYMCA トライ東                              （宇都宮市） 
フリースペースひよこの家                  （高根沢町） 
宇都宮市立鬼怒中学校                                  （宇都宮市） 
医療法人北斗会 宇都宮シルバーホーム       （宇都宮市） 
宇都宮市立平石中央小学校                                    （宇都宮市） 
宇都宮市立平石北小学校                           （宇都宮市） 
任意団体  平石地区まちづくり協議会             （宇都宮市） 
NPO法人   足尾に緑を育てる会                                （日光市） 
任意団体  ボランティアグループ1+1            （宇都宮市） 
宇都宮大学 学生グループ                  （宇都宮市） 
 浄鏡寺                              （宇都宮市） 
佐野市社会福祉協議会                                                       （佐野市） 
北城学園 平出幼稚園                                                     （宇都宮市） 
社団豊和会  グループホーム菜の花園                           （宇都宮市） 
デイサービスセンターあおぞら                                           （宇都宮市） 
NPO法人トチギ環境未来基地               （益子町） 

 山下川河川愛護会                     （宇都宮市）                                                 
 
 

クロマツパートナーの皆様 

現在栃木県内で、３０団体、いわき市内で１７団体です。※敬称略 

 NPO法人いわきの森に親しむ会                   
社会福祉法人 エル・ファロ 自由空間                 
ぱお広場（中央台仮設住宅）                         
 3.11被災者を支援するいわき連絡協議会               
アライブ いわき自立生活支援センター                                                   
NPO法人  ザ・ピープル                          
千日紅（せんにちこう）                            
有限会社  木紅木（きくもく）                                
チーム結 （ありがとうファーム）                      
フクシマ環境未来基地                            
 下矢田仮設住宅                                
いわきリエゾンオフィス企業組合                                
 いわきサポートステーションもみの木                                                            
江名小学校 
長岡さんグループ    
坂本さんグループ                       
Open Garden Iwaki 
 

  い わ き 市 内    栃 木 県 内 

募金箱設置にご協力いただいている皆様   ※敬称略 

エコ・ハウスたかねざわ      （高根沢町） 
２ tree café              （宇都宮市） 
風と緑の幼稚園            （宇都宮市） 
ヘイコーパック             （芳賀町） 
益子の茶屋 2号店          （益子町） 
益子の茶屋 1号店         （益子町） 
益子の茶屋 3号店         （益子町） 
MOGA                 （宇都宮 ） 
コミ助(カフェ）             （宇都宮市） 
翠明                                  （益子町） 
ん・たろうの店            （宇都宮市） 
 

このような手作りの募金
箱を設置いただいていま
す。 
 
設置のご協力を頂ける方、
ぜひご連絡をください。 
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ご寄付の経過報告 

★  目標額       ３，０００，０００円 （苗木の購入＋３年間の下草刈り等の管理） 
 

★  現在の寄付額      ５１４，８３２円  （２０１２年１２月１０日現在） 

 
記号 １０７３０        
 
番号 １９４１０２７１    
 
名義 特非）トチギ環境未来基地 
    トクヒ）トチギカンキョウミライキチ 

 １口3,000円 ＝１４本のクロマツの苗木購入＋３年間の保育作業ができます 

   クロマツニュース No3 号 
 
 発行：「苗木 for いわき」プロジェクト 事務局  
      NPO法人トチギ環境未来基地 
 
 住所：〒321-4104  栃木県芳賀郡益子町大沢2584-1 
  
   電話：0285-81-5373  FAX：0285-81-5373 
     
  E-mail   tochigi@conservation-corps.jp 
 
  HP          http://conservation-corps.jp/tochigi/ 
  
   苗木 for いわき プロジェクトHP  http://naegi.jimdo.com/ 

 

たくさんの方々に寄付のご協力をいただいています。貴重なお金を大切に、しっかりと 
活動を進めていきます。引き続きご協力よろしくお願いします。 

 

上松山小学校の創立１２０周年記念コンサートの時の募金を児童みなさんからお預かりいたしました。 
また、そのコンサートでゴスペルを披露されたBrown Blessed Voiceのみなさまからも寄付をいただ
きました。その他個人の皆様からも多く寄付をいただいております。ありがとうございます！ 

ゆうちょ銀行 
 
〇七八（ゼロナナハチ）支店 
 
 普通口座  
口座番号 １９４１０２７ 
 
名義 特非）トチギ環境未来基地 
    トクヒ）トチギカンキョウミライキチ 

 
 

  

お  振  込  先 
ゆうちょ銀行から その他の銀行から 


