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ク ロ マ ツ 通 信 No ４  

～ 皆さまと進めるいわき市の海岸林づくり ～ 

募金箱の設置のご協力が広がりました！ 栃木県内のたいらや２４店舗で設置いただいています。 

「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。 

「苗木forいわき」プロジェクトが始まって約半年が過ぎました。 
 
クロマツを育てていただける団体も、栃木県内、いわき市内で５０団体に増え、プロジェクトは 
順調に進んでおります。 
資金面でも多くの方々から心のこもった寄付をいただき、約５４万円のご寄付を現在までにいただ
いております。しかし、目標金額の３００万円まではまだ届かず、プロジェクトを進めるためのさらな
る財源を集めることに苦慮しておりました。 
そこで、より多くの方々に応援いただけることを目指し、募金箱の設置を拡大することを決め、 
株式会社たいらや様にご相談をいたしました。 
 
たいらや様は、快くご相談に乗ってくださり、 
栃木県内２４店舗に募金箱を設置いただけることとなりました！ 
 
「苗木forいわき」プロジェクト たいらや募金箱 
設置店舗 栃木県内２４全店舗（プライムマート含む） 
設置期間 第１次 2013年１月１１日～１月31日まで 
 ＊第１次の回収以降も目標額（3,000,000円）が集まる迄、 
  継続設置予定です。 
   
たいらやでお買い物の後は、ぜひ募金にご協力ください。 
たいらや様のホームページでも、 
募金箱の設置についてご案内いただいております。 
URL  http://www.tairaya.jp/news/#5623 
たいらやの皆様のご協力に心より感謝いたします。 
 
 

その他にも、設置のご協力をいただいております。 

たいらや様の他にも、やきとりの竜鳳さま４店舗、益子の茶屋さま３店舗、ん太郎の店さま２店舗、 
翠明さま、ヘイコーパック パッケージプラザさま、Mogaさまなどに募金箱を設置させていただいて
おります。多くの皆様の協力をいただき、プロジェクト進行中です。感謝いたします。 

http://www.tairaya.jp/news/
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クロマツパートナー、いわき市でもご協力が広がっています。 

栃木県内でも、訪問活動を続けています。 

クロマツを育てていただいている、クロマツパートナーさんは、現在栃木県内で30団体、いわき市内で20
団体となりました。今年に入って１月には、いわき市立永崎小学校さんがクロマツパートナーに 
加わってくださいました。 
 
永崎小学校のある地区は、津波の被害が大きかった地域で、 
建物や橋も多く壊れました。永崎小学校の校舎も、１階が浸水しました。 
 
私たちトチギ環境未来基地も、いわき市で活動を開始した 
2011年５月、６月頃、永崎小学校のある地域で、家屋の片づけや 
庭の泥出しなどの活動に参加していました。 
 
その当時からすると、ずいぶん復旧が進みましたが、 
いまも復旧工事が行われています。 
 
そのような状況にも関わらず、苗木 for いわきプロジェクト 
にご協力いただけること、本当にありがたく思います。 
 
 
 
 

栃木県内のクロマツパートナーさんへの訪問もボランティアの方の協力も得て、順次行っております。 
残念ながら枯れてしまったクロマツもありますが、順調に大きく育っているものも多くあります。 
各グループともそれぞれ工夫しながら大切に育ててくださっています。厳しい冬の寒さを無事に 
乗り越えてくれることを願っております。 
 
訪問させていただいた時に、写真も撮らせていただきました。ご紹介いたします。 
 
 
 
 
 
 

とちぎＹＭＣＡさん 風と緑の幼稚園さん 

グループホーム草想舎さん 栃木県若年者支援機構さん 



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） 
 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） 
さくら市立上松山小学校                    （さくら市）                       

山下川河川愛護会                       （宇都宮市）                                                 
       トチギ環境未来基地                  （益子町） 
 

クロマツパートナーの皆様 

現在栃木県内で、２８団体、いわき市内で１８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 
永崎小学校 
 
その他 
合同会社ラムタフ  
 

  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） 
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） 
たいらや 栃木県内24店舗    （県内各地） 
岡精肉店               （宇都宮市） 
竜鳳４店舗              （県内各地） 

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      ５４３，１５７円  （２０１３年１月２８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 

   クロマツニュース No４ 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。 

 

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 

植林予定地の整備作業、第１回植林イベントの開催！ 参加者を募集しています。 

★2013年２月９日（土）、10日（日） 植林予定地の整備  

いわき市新舞子浜病院近くの、海岸林に今後クロマツの植林を行っていく予定ですが、 
その前に枯れてしまった木の片づけや、外来樹の伐採などの整備作業を行います。 

面積も広いので、作業ボランティアを募集しています。もしご都合つく方がいらっしゃいましたら、ぜひ
一緒に作業しましょう。 

※ 詳細は別紙、募集案内をご覧ください。 

いよいよ「苗木forいわき」プロジェクトの第１回植林作業イベントを行います。 
2012年の６月～９月から苗木を育てていただいているクロマツパートナーの皆様で 
ご都合のつく方、ぜひ一緒に植林を行いましょう。 
 
ご都合がつかない場合、苗木が十分に大きく育っていないなどの場合の、 
今後のご案内は、別紙にまとめております。ご参照くださいますよう、お願いいたします。 

 

 ★2013年３月３０日（土） クロマツパートナーさん植林イベント 


