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令和３年度ひょうご森づくり活動賞受賞団体のご紹介
森林ボランティア部門
公益社団法人兵庫県緑化推進協会では、森林整備な
どの森づくり活動を通じ、県民総参加の森づくりに貢
献された模範的な団体に対し「ひょうご森づくり活動
賞」をお贈りしています。
神戸市の森林ボランティア団体「ほくら〜ととや森
の世話人倶楽部」様は、市街地に近い六甲山において、
植樹活動などを通じた防災機能の強化と自然豊かな生
活環境の保全を図ってこられました。
その活動への感謝の意を込めて、当法人の会長齋藤
元彦兵庫県知事の表彰楯を贈呈しました。
今年度はひょうご森のまつりが中止となったため、
令和3年10月12日、当協会の神戸・阪神地域緑化推進
連絡協議会会長から表彰楯をお渡ししました。
誠におめでとうございます。
主な活動内容と成果は次のとおりです。
【活動内容】
１ ヤマザクラの植栽
登山道沿いの疎林箇所や無立木地にヤマザクラを

ほくら〜ととや森の世話人倶楽部 様
植栽し、その後の保育作業も行って、地表の裸地化
防止を図っている。
また、地域住民等が登山や散策を楽しみながら、
心身ともにリフレッシュできる森林への誘導を図っ
ている。
２ 地域住民等と連携した整備と森林環境教育
植樹やハイキング実施時には、近隣住民や高等学
校等に参加を呼びかけ、ハイキングをしながらのゴ
ミ拾いや自然観察会を実施している。
【県民総参加の森づくりに関する成果】
１ 都市近郊林である六甲山の保全
植栽等の森林整備活動を通じて、国・県が進める
「六甲山系グリーンベルト整備事業」の一翼を担い、
森林の防災機能の強化に寄与している。
２ 森林環境教育の推進
地域住民等と合同での森林整備や自然観察会の実
施、ホームページからの情報発信などを通じて、森
林整備の重要性をあらゆる世代にＰＲしている。

令 和３年 度 緑 化

作 品コンクー ル 入 選 作 品 のご 紹 介

緑化作品コンクールには多くのご応募をいただき、ありがとうございました。
厳正なる審査の結果、次の作品が入選となりました。
一席の作品は、緑の募金のポスターなどに使用させていただきます。
。
次回（令和４年６月に募集案内の予定）も多くのご応募をお待ちしております。
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ちいさなめ
いっしょにそだつ ぼくたちと
加古川市立 陵北小学校
１年 櫻庭 斗依 さん

二 席
緑の絵の具がなくなるような
そんな未来図かなえよう

西宮市立 大社小学校
２年 島崎 真衣 さん

姫路市立 置塩小学校
３年 猿橋 三琴 さん

加古川市立 野口北小学校
１年 塩見 優生 さん

福崎町立 八千種小学校
２年 城谷 海理 さん

姫路市立 峰相小学校
２年 安積 さくら さん

姫路市立 高浜小学校
３年 村木 輝 さん

木をうえて
みどりいっぱい えがおいっぱい
たつの市立 河内小学校
２年 宮本 桜 さん

三 席
「木」を大切に想う
「気」は私達の心に生える

三席

三田市立 松が丘小学校
６年 上辻 愛音 さん

つなげよう
次の世代へ

植樹のバトン

相生市立 矢野小学校
６年 鈴木 千織 さん

明石市立 魚住小学校
５年 髙橋 みのり さん
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へのご協力をお願いいたします
緑の募金
次の方法でのご協力をお願いいたします。
１ 金融機関からのお振込み
① 郵便局
（手数料不要）
専用の払込用紙をお送りしますので、当協会にご一報ください。…… ☎078‐341‐4070
② 銀行
（手数料必要）
次の口座へのお振り込みをお願いします。

へのご協力をお願いいたします
緑の募金
次の方法でのご協力をお願いいたします。
１ 金融機関からのお振込み
① 郵便局
（手数料不要）
専用の払込用紙をお送りしますので、当協会にご一報ください。…… ☎078‐341‐4070
② 銀行
（手数料必要）
次の口座へのお振り込みをお願いします。

三井住友銀行 兵庫県庁出張所 普通３１９８４３８ 公益社団法人兵庫県緑化推進協会

三井住友銀行 兵庫県庁出張所 普通３１９８４３８ 公益社団法人兵庫県緑化推進協会

三井住友銀行 兵庫県庁出張所 普通３１９８４３８ 公益社団法人兵庫県緑化推進協会
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キャッシュレス決済
ソフトバンクの「つながる募金」からキャッシュレスでご協力いただけます。
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緑の募金に関するお問い合わせは

公益社団法人
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ポスター 滝 川 第 二 中 学 校 １年 富山 怜菜

さくらば
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櫻庭 斗依

︵学校名・学年は応募時のもの︶

語 加古川市立 陵北小学校 １年

へのご協力をお願いいたします
緑の募金
次の方法でのご協力をお願いいたします。
１ 金融機関からのお振込み
① 郵便局
（手数料不要）
専用の払込用紙をお送りしますので、当協会にご一報ください。…… ☎078‐341‐4070
② 銀行（手数料必要）
次の口座へのお振り込みをお願いします。

標
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ポスター 西 宮 市 立 大 社 小 学 校 ２年 島崎 真衣

ちいさなめ いっしょにそだつ ぼくたちと

ポスター・標語の緑化作品は、次のように緑の募金
ポスターなどに活用させていただきました。

兵庫県緑化推進協会

キャッシュレス決済
ソフトバンクの「つながる募金」からキャッシュレスでご協力いただけます。

２

緑の募金に関するお問い合わせは
又は

各市町緑化推進委員会 にお願いいたします。

〒６５０
‐
００１2 神戸市中央区北長狭通5‐5‐18 TEL.０７８
‐
３４１
‐
４０７０

兵庫県緑化推進協会

検索
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兵庫県緑化推進協会

キャッシュレス決済
ソフトバンクの「つながる募金」からキャッシュレスでご協力いただけます。
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一席
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一
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広げよう
豊かな自然と

豊かな心

福崎町立 福崎西中学校
２年 坪田 義史 さん

二
育てよう
緑の世界と

席
みんなの未来

福崎町立 福崎西中学校
１年 前田 愛里 さん

滝川第二中学校
１年 富山 怜菜 さん

姫路市立 白鷺小中学校
７年 前田 希梨亜 さん

姫路市立 大的中学校
３年 宮内 柚葵 さん

植えようよ
光り輝く 未来の芽
福崎町立 福崎西中学校
３年 泰永 颯樹 さん

三 席
空いっぱい
のびゆく樹木 広がる未来

三席

福崎町立 福崎西中学校
１年 酒井 未海 さん

植林は
緑をつくる

第一歩
神戸市立 神出中学校
１年 山本 結菜 さん

福崎町立 福崎西中学校
１年 持田 真尋 さん

播磨町立 播磨南中学校
１年 光吉 真依 さん

高校生の部
ポスター

姫路市立 白鷺小中学校
９年 久葉 悠翔 さん

二席

一席

標語
一
植物にふれて
生命の尊さ

席

日ノ本学園高等学校
１年生の作品

兵庫県立 姫路工業高等学校 兵庫県立 姫路工業高等学校
１年 小田 莉奈 さん
２年 竹越 愛夏 さん

身にしみる

神戸市立 盲学校高等部
２年 浅井 花音 さん

二 席
つなげよう
緑と笑顔 未来へと

三席

兵庫県立 農業高等学校
２年 生垣 羽音 さん

作り出そう
自然と共に

一歩ずつ

兵庫県立 農業高等学校
２年 山南 玲 さん

兵庫県立 姫路工業高等学校
１年 岡本 梨華 さん

兵庫県立 姫路工業高等学校
１年 沼田 詩音 さん

ご協力いただける場合は、次の方法でお願いいたします。
１ 金融機関からのお振込み
① 郵便局(手数料不要）
専用の払込用紙をお送りしますので、当協会にご一報ください。……☎078-341-4070
② 銀行(手数料必要）
次の口座へのお振り込みをお願いします。
三井住友銀行 兵庫県庁出張所 普通3198438 公益社団法人兵庫県緑化推進協会
(ｺｳｴｷｼｬ ﾝﾎｳ ﾝﾋｮｳ ｹﾝﾘｮｯｶｽｲｼﾝｷｮｳｶｲ)
２ キャッシュレス決済
ソフトバンクの｢つながる募金｣からキャッシュレスでご協力いただけます。

ソフトバンク「つながる募金」のご案内
キャッシュレス募金を
始めました。
右上のＱＲコードから
ご協力をお願いいたしま
す。

令和３年度下半期

募金のページ
QRコード

飲料水自動販売機からの募金のお願い
ダイドードリンコ様の自販機から募金いただ
けます。
自販機の設置へのご協力もお願いいたします。

感謝状の贈呈状況（募金額10万円以上）

10万円以上の募金をしていただいた企業に理事長等から感謝状をお贈りしました。
ダイドードリンコ株式会社西日本第一営業部様
（令和3年12月16日）
ダイドードリンコ 株)様では、地球の恵みを
享受した飲料等を届ける事業活動の中で、美し
い地球と豊かで元気な社会を次代に引き継いで
いくことが重要とのお考えから、
「緑の募金自販
機」の設置を進められ、オーナー様の協力をい
ただきながら、毎年ご寄附をいただいています。

アサヒ飲料株式会社明石工場様
（令和4年3月7日）
アサヒ飲料株式会社明石工場様では、放置さ
れている里山林を手入れし、健全な森林に誘導
する「企業の森づくり活動」を令和3年11月か
ら開始されています。
取組開始にあたり、当協会の緑の募金の趣旨
にご賛同いただき、ご寄附いただきました。

緑の募金に関するお問い合わせは

公益社団法人 兵庫県緑化推進協会

又は

各市町緑化推進委員会 にお願いいたします。

〒６５０ ００１2 神戸市中央区北長狭通5‐5‐18
TEL.０７８
‐３４１
‐４０７０
兵庫県緑化推進協会
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