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特集 1

どんぐりブラザーズと植樹大作戦
ーあすの地球と子どもたちー

特集 2

サンタプロジェクト

伊東さん

育樹作業中の

わらを敷き詰める数代さん

2014 年 11 月 23 日（土）、気持ちのいい青空
の下、社会福祉法人 進和学園様とテレビ神奈川
様共同主催の植樹イベントが行われました。
当社からも従業員、家族の皆さんが多数参加
して充実した時間を過ごすことができました。
今回植えた苗がすくすく育ってくれるのが楽し
縄を張る高橋さん

みです。

特集 1

どんぐりブラザーズと植樹大作戦 ーあすの地球と子どもたちー
株式会社研進の川下都志子さんは「進和学園いのちの森づくり」のチームリーダーを務められ、ポット苗づくり・植樹祭・育樹※
いくびょう

イベントのプロデュースや福祉施設連携である、どんぐりブラザーズへの森づくり教育と育苗指導パトロールなどのお仕事を
されています。「いのちの森づくりプロジェクト」は横浜国立大学名誉教授の宮脇昭先生が提唱される潜在自然植生理論に基
づく、「その土地本来の木による本物の森づくり」を目指す社会福祉法人 進和学園様のプロジェクトです。精力的に活動をさ
れている川下さんからお話をお伺いしました。（小林）

※育樹とは、植樹した苗木が育つようにお手入れする作業です。

ーどのような想いで今回の植樹祭を開催したのですか？

の成澤さんに「神奈川県

これまで育樹作業を育苗と共に、湘南国際村めぐりの森で地

でもっと環境活動を広め

道に実践し続けていたのがハンデをもつ福祉施設の方々でし

たい」と相談した折に「神

た。植樹祭ばかりがクローズアップされる現状では、福祉施

奈川県で環境活動に本気

設連携で取り組む森づくりチーム「どんぐりブラザーズ」の

で取り組みたいなら、大

地道な活動も理解いただける機会がほとんどありません。そ

川印刷さんに連絡すべ

こで「どんぐりブラザーズ」を主役とし、健常者をサポーター

き」とアドバイスをいた

とした植樹祭を開催したいと企画立案し助成金の支援許可も

だ き ま し た。2013 年 8

得て、多くの方々のお力を借りて今回の植樹祭を開催するこ

月には、従業員 30 名以

とができました。

上のご参加と共に 3 時間もの社内イベントを開催してくださ

ー植樹育樹活動でやりがいを感じる瞬間はいつですか？

いました。このイベントの折には、東北の防潮林用の苗木基

私は森づくり作業を通じて、ハンデを持つ方々に尊敬の気持ち

金が付いた東ティモールコーヒー「カフェブーケ」のチラシ

を抱く場面が何度もありました。森づくり仲間である「どんぐ

をリニューアルしてもらって、会場では皆さんがアイスコー

りブラザーズ」と交流された方々が「元気が出た！」
「勉強になっ

ヒーとして振る舞ってくださいました。やはり、自分自身で

た！」と喜んでくださるシーンが何より嬉しい瞬間です。こう

企画した商品が大川印刷さんのサポートにより、衣装を変え

した活動を通じて学んだことは、この世に必要とされない人は

デビューした時には、喜びもひとしおでした。

存在しないということです。生を受けた限りは、必ずその人な

ー植樹・育樹活動についての抱負をお聞かせください

りの役割があり、必要とされている存在なのです。

いのちの森づくりは単純で分かり易く、しかも障がい者や健

ー当社との思い出やエピソードがあればお聞かせください

常者を問わず、子どもから大人まで老若男女参加可能な上に、

2012 年 11 月に突然、御社の大川社長へ「株式会社アイエ

環境改善に確実に繋がります。そうして、再生される森は、

スエフネットの成

環境保全林として機能を発揮し、防火・防水・防音・防塵・

澤さんより紹介い

防災のみならず、地盤を固め、酸素を供給し、土壌を豊かに

ただきました。一

し、ミネラルを川に流し、海と多くの地上生物も育む地球上

度お会いしたい」

の心臓部となります。目先の利益に飛びつく前に次世代を継

とお電話したこと

承する大切な子どもたちに、青い地球を青く美しいままバト

が全ての始まりで

ンタッチしましょう。私たちも一人でも多くの方々に植樹活

し た。 成 澤 さ ん

動にご参加いただけるように今後も大川印刷さ

は、全盲でいらっ

んと活動の輪を広げて参ります。宜しく

印刷させて
いただきました！
どんぐりブラザーズと植樹大作戦
−あすの地球と子どもたち−では、
イベント告知チラシや、ソーラー
パワートラックに設置したパネル、
会場内の育樹解説パネルなどの印
刷をさせていただきました！

ぼうちょうりん

ぼうじん

しゃいますが、日

お願いいたします。

本一明るい視覚障

進和学園 いのちの森づくり ホームページ

がい者と豪語され

http://www.shinwa-gakuen.or.jp/
inochi_no_morizukuri

るポジティブで行
動派の方です。そ

どんぐりブラザーズの皆さま

植樹終了後、わらを敷き詰め風で
飛ばないよう縄で固定しました

コラボイベント

社会福祉法人

進和学園 & tvk

川下さん
（左）とインターンシップ生 小林さん
（右）

参加費 無料

1000 本
植 樹 祭

900本 福 祉 施 設 育
苗の苗木活用
100 本ｔｖｋ 育 苗 の
苗木初出荷

どんぐりブラザーズと
植樹大作戦
あすの地 球と子どもたち
参加者完全予約制
先 着 100 名 様 ま で

大切な人と次 世代に豊かな

自然と明るい 未来を継承す
る為、今こそ、木を植えま
湘南国際村めぐりの森で福祉施
せんか？
設の壁を越え連携する障害者「
どんぐりブラザーズ」は、
どんぐり拾いから、育苗・植樹
・育樹と幅広く環境保全活動を
行っています。
そんな「どんぐりブラザーズ」
と森づくりを是非ご一緒に体験
ください。

当日は、

進和学園利用者と職員のユニッ
トバンド「とびっきりレインボ
ーズ」生演奏もあります。
皆様のご来場をお待ちしており
ます。
イベントの模様は 11
月 25 日（火）tvk『あり
がとッ！』にて放送予定
※当日は TV カメラによる撮影
です。
が入りますので、あらかじめご了承
ください。

日時： 2014 年 11 月
23 日（日）- 雨天決行
場所：神奈 川県有地
湘南国際 村めぐり の森
植樹のご指導

みやわき

宮脇

あきら

昭 先生
横浜国立大学名誉教授、国際生
態学センター長
1928 年生まれ 86 才、植物生態学
者
紫綬褒章・勲二等瑞宝章・ブル
ープラネット賞他受賞
潜在自然植生論に基づく「その
土地本来の木による本物の森（
自然の森）」の
再生を世界各地で実践。東日本
大震災の復興に向け「瓦礫を活
かす森の長城」
「いのちを守る森の防潮堤」を
指導。
主
催：社会福祉法人 進和学園
／株式会社テレビ神奈川
協
賛：進和学園いのちの森づくり基金
［ 株式会社ラッシュジャパン
、株式会社サン・ライフ
、本田技研工業株式会社、
株式会社トヤマ、三菱重工業株式会
社 横浜製作所 、日本生命労働組
合平塚支部 ］
、 NPO法人グリーンパワーファクトリ
ー、三井住友海上あいおい生命保険
後
援：神奈川県、横須賀市、神奈川新
株式会社、NPO法 人GoodDay
聞社、NPO法人国際ふるさとの森づ
協力団体：NPO法人エコメッ
くり協会、協働参加型めぐりの森づ
セ、NPO法人共和のもり
くり推進会議
、株式会社大川印刷
演
奏：とびっきりレインボーズ（
進和学園利用者と職員のユニットバ
ンド ）

植樹祭告知チラシ

ソーラーパワートラックの看板

育樹解説パネル

特集 2

横浜サンタプロジェクト
サンタプロジェクトに参加しました
2014 年 12 月 6 日（土）晴天の中、第 6 回 横浜サンタプロジェ
クトが開催されました。
今年も実行委員長を務めさせて頂きました。大川印刷は清掃サン
タとして中華街や横浜駅周辺の清掃活動を行いました。今年で 6
回目を迎えた横浜サンタプロジェクトですが、少しずつ参加者も増
え、今年は史上最高人数の 650 名のサンタが集結しました。これ
からも横浜に笑顔を届けるため、
地道に活動していきます！（荒井）

中華街コースのゴミ拾いをした清掃サンタたち

清掃サンタ 中華街コース
の
リーダーを務める宝来
さん

開会の挨拶をする
実行委員長の荒井さん

清掃サンタの受付をする中野さん

中橋さんも真

剣にごみ拾い

サンタさんにインタビュー
当日は皆さん思い思いのサンタコスチュームで参加していました。

そんなサンタさんたちに一言インタビュー！それぞれ感想や意気込みを語ってくださいました。

毎年
若い人たちと
楽しくやって
います！

いろいろな
方たちと繋がること
ができるこの活動が
大好きです！

アクションポート横浜
学生スタッフ

高須賀

桃子さん

首都高トールサービス
神奈川株式会社

佐藤

源さん

横浜大好き！
綺麗にするって
気持ちいい！

参加者 フェリス女学院大学 2 年

高橋

菫さんと

ご当地ヒーロー

横浜見聞伝スター☆ジャン

ザキ祭りに出店

横浜国立大学の学生さんが来社

「ザキ六振興会」が企画・運営をするイベント「ザキ祭り」
に出店しました。「ザキ六振興会」は伊勢佐木町 6 丁目
町内会のグループで、5 店舗 7 人の若旦那から構成さ
れています。大川印刷からは、まちの風景をイラスト
にすることで、地域に誇りを持ってもらう取り組みであ
る「横浜ひとまち百景」として出店しました。伊勢佐
木町の原画を展示し絵葉書を販売しました。沢山の方
から取り組みに
共感していただ
き良い時間を過
ごすことが出来
ました。
（荒井）

11 月 26 日（水）に横浜国立大学の学生さんの工場見
学会を行いました。当社の本業を通じた地域・社会貢献、
環境配慮等様々なＣＳＲの取り組みを知っていただきま
した。工場を見学された学生さんからは「従業員さんが
誇りをもって仕事をしていると感じました」
「大川印刷さ
んのような会社で働いてみたい」との声をいただき、と
ても嬉しく思いました。
（伊東）

親子で楽しくお店番

説明に熱が入る伊東さん

新入社員の紹介
う が じ ん ひろえ

営業アシスタント、アルバイトの宇 賀神宏 恵と申しま
す。正社員として働く 4 月までの間、しっかり勉強し
ていきたいです。浅く広
い趣味を活かして、自分
から何かを発信していけ
るようになりたいと思い
ます。色々な方と関わり
ながら、興味のあること
にもどんどん挑戦してい
きたいです。これからよ
ろしくお願いいたしま
す。（宇賀神）
よろしくお願いします！

CSR 報告会について
2015年2月4日（水）
、
2月7日（土）
、
3月3 日
（火）
、
3月13 日
（金）に株式
会社大川印刷 戸塚本社にて開催
予定です。
事前申し込み制になります。
詳しくは当社ホームページに掲載
いたします。

インターンシップ Cafe
11 月 30 日に NPO 法人 Etic. 様主催のインターンシッ
プ Cafe が開催され、横浜の魅力的な経営者さんがたく
さん集まりました。大川社長のプレゼン後、多くの学生
がブースまで話を聞
きに来てくださいま
した。キラキラとし
た目が印象的でした。
この中からまた来年
インターンシップ生
として来てくださる
方がいたらとても嬉
しいです。
（小林）

ブースで説明する大川社長と小林さん

編集後記

編集長として初めて 1 から作成をしましたがとても楽しくできました。大川
印刷の CSR 活動は自社だけでなく、多くの方々と協力することによって成
立しています。今回のコンセプトはそのようなパートナーの皆様の顔が見え
るような紙面にすることでした。株式会社研進の川下さんを始め、協力して
くださった皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました！（小林）

Facebook、twitterでリアルコミュニケーションを展開中!
リアルタイムで大川印刷や横浜の情報が受け取れます！
大川印刷Facebookページ：http://www.facebook.com/OhkawaPrinting
大川社長ブログ：http://ameblo.jp/gibson-345 大川社長Twitter：http://twitter.com/tetsuo_ohkawa
大川印刷Twitter：http://twitter.com/OhkawaPrinting

編
発
編
発

行
集
行

集
人
長
元

大川印刷 CSR推進委員会
大川哲郎
小林愛鐘（あかね）
株式会社大川印刷

◆本社・工場

〒245-0053横浜市戸塚区上矢部町2053番地
TEL : 045-812-1131
（代）FAX : 045-812-1135
〒220-0011横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館3F
TEL : 045-441-2011
（代）FAX : 045-441-2014
URL : http://www.ohkawa-inc.co.jp
◆横浜営業所

この印刷物は CSR に取り組む印刷会社が、FSC® 森林認証紙にノン VOC インキ（石油
系溶剤 0%）など印刷資材と製造工程が環境に配慮されているグリーンプリンティング
認定工場でグリーン電力 34kwh を使用し印刷しています。また、メディアのユニバー
サルデザインを推進するNPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会が「より多く
の方が使いやすく見やすいメディア」であると認めた印刷物です。
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CSRの和へのご意見・ご感想は…
csr-wa@ohkawa-inc.co.jp まで
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