第23回

湘南国際村

めぐりの森
植樹祭
〜22世紀に引き継ぐ都市近郊の森づくりの始まりに〜

非営利型一般社団法人 Silva は
このプロジェクトに賛同しています。

当日、取材予定
Silva（シルワ）からのプレゼント!

1,000本

植樹

日時

2022 年

11月6日（日）

〈雨天決行〉

受付・検温開始 9：30〜 ・植樹 10：15〜12：30

班別に作業終了次第、自主解散となります。
京急バス12時15分発にてお帰りになる方は間に合うように早退してください。

場所

神奈川県横須賀市湘南国際村

木札で 森 の再 生 に
貢献しませんか？

持ち帰り用の袋を持参された方で、
持ち帰り用の袋を持参された方
で、
樹高30〜60cmの園芸種 を 先着30名様限定
先着30名様限定プレゼント!
プレゼント!

参加費無料/完全予約制
成人先着

100名まで

※参加資格は、
過去に植樹祭へ参加した方及び
グループ関係者で事前にご案内メールが
届いた方のみです。
※小学生以下は、保護者同伴で参加可能、その
場合、
上記の人数制限数にカウントしません。

予約開始予定日：10 月1日
（土）

＜実施に当たりコロナ感染予防対策にご協力ください＞
参加資格は野外活動に健康上支障なく、当日の自宅での検温が 37 度以下の方とします。
幼児〜高校生までは原則、保護者同伴の上、保護者が監督責任を負い感染予防と怪我等を
未然に防止してください。
移動時・作業時共にマスク・軍手を着用し、三密を回避して待機いただき、団体の場
合は、受付時間差を設けて、開会式を実施します。
植樹規模に応じ 100名までの完全予約制とし、人数制限を徹底します。
当日の参加申し込みは受け付けません。
開催当日は会場でも参加者の検温を行い、検温 37 度以上の場合は、お断りいたします。
参加者の検温終了後、アナウンスに従い班毎にお並びください。

この木札は、放棄された経済林の間伐時に
出た端材をリユースしたものです。神奈川県
の藤野の経済林活性化に役立つことができ、
県有地の森を自然林に戻すための森の再生
の基金にも使われます。

受付にて100円寄付いただいた方へ
木札 1 枚お渡しいたします！

野外作業の為、室内の密室空間作業はありません。
密集して作業しないでください。人と人の作業間隔を可能な限り1〜2m 以上空けて
ください。
作業実施によるリスクは、参加団体がそれぞれ管理してください。
参加者は、行政指定の参加者健康チェック票へ当日の健康状態等の記録をお願いします。
植樹祭終了後は 1 ヶ月間保管し、行政より提出要請があった場合に速やかに届け出て
ください。

■主

催：協働参加型めぐりの森づくり推進会議

混植・密植方式植樹推進グループ、非営利型一般社団法人 Silva（シルワ）

■後

援：環境省関東地方環境事務所、神奈川県、横須賀市、逗子市、葉山町、神奈川県教育委員会、横須賀市教育委員会、逗子市教育委員会、葉山町教育委員会

■協

賛：東京海上ミレア少額短期保険株式会社
〜以下、2 社 非営利型一般社団法人 Silva（シルワ）を通じて〜
公益社団法人国土緑化推進機構
（緑の募金を通じて）、三機工業株式会社

■協力団体：東京海上ミレア少額短期保険株式会社、公益財団法人鎮守の森プロジェクト、特定非営利型活動法人グリーンパワーファクトリー、
国際ソロプチミスト横須賀、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社建新、横浜サンセット 21 ライオンズクラブ、横浜ゴム株式会社 平塚製造所
〜以下、15 団体 非営利型一般社団法人 Silva（シルワ）を通じて〜
特定非営利活動法人エコメッセ世田谷・目黒、株式会社コンフォートジャパン、株式会社 サンケイアイ、Three Tree Project 基金、
東急建設株式会社、株式会社パーク・コーポレーション、パタゴニア有志一同、葉山町立葉山小学校、葉山ボランティア、不二運輸倉庫株式会社、
宮崎雅大税理士事務所、横浜国立大学、横浜ゴム株式会社 茨城工場、ヨコハマモールド株式会社、Silva ボランティア隊
〜以下、4 社 進和学園いのちの森づくり友の会を通じて〜
株式会社サン・ライフ、三機工業株式会社、本田技研工業株式会社、株式会社ホンダロジスティクス

〜22世紀に引き継ぐ都市近郊の森づくりの始まりに〜

めぐりの 森 植 樹 祭

第23回
湘南国際村

開催日時

（雨天決行）
2022年11月6日（日）

9時30分 受付開始

10時15分〜12時30分

会場／受付

神奈川県横須賀市湘南国際村めぐりの森
会場には仮設トイレが設置されます。

湘南国際村めぐりの森会場内 受付テント

植樹地は急勾配の法面となります。
足腰に自信のない方はエントリーをご遠慮ください。

参

加

費

無料（完全予約制のため、事前登録が必要です）

参加資格

交通のご案内

●湘南国際村アクセス
http://megurinomori.net/aboutus/access.html
JR 逗子駅前または京急新逗子駅前、いずれも 1 番バス乗り場より「葉山大道
経由〜湘南国際村（逗 16）」もしくは「三浦半島中央道路経由〜湘南国際村
センター（逗 26）行き利用で約 20 〜 30 分。
「湘南国際村センター前」下車。
●バス時刻表
〈行き〉 逗子駅発
（逗16 葉山大道経由湘南国際村センター行き）
：9 時 30 分
新逗子駅発
（逗16 湘南国際村センター前行き）
：9 時 32 分
汐入駅発
（汐16 湘南国際村センター行き）
：9 時 22 分
〈お帰り〉湘南国際村センター前発（逗 16 逗子駅前行き）
：12 時 15 分
湘南国際村センター前発（逗 16 逗子駅前行き）
：13 時 45 分
湘南国際村センター前発（汐 16 汐入駅前行き）
：13 時 10 分

シルワから招待メールが届いた団体又は個人のみ

イベント詳細につきましては、下記 URL でご確認ください。
http://www.silva.or.jp
（第23回 湘南国際村めぐりの森 植樹祭）

非営利型一般社団法人 Silva イベント情報 検索

申し込み方法

シルワからの招待メールよりお手続きください。

申し込み締切り日

予約人数に達した場合、早期終了する場合がございます。
2022 年 10 月 27 日
（木）

問い合わせ先（TEL：045-877-0878）
info@silva.or.jp

混植・密植方式 植樹推進グループ長

非営利型一般社団法人 シルワ宛

すべりにくい運動靴で来場ください。
動きやすく汚れても良い服装、マスク、飲み物、帽子、運動靴、
軍手、移植ゴテ（必ずご持参ください）、敷物（開会時や休憩
時にご使用ください）
※虫さされ、かぶれ予防に長袖、長ズボンがおすすめです。
※雨天の場合は、カッパ等の雨具をご持参ください。

中止の場合（警報・荒天時のみ）、めぐりの森ホームページ上（http://www.silva.or.jp）で11月6日（当日）の午前6時に発表いたします。
神奈川県が感染予防策として推進する
「感染防止取組書」へ登録済みです。
県が掲げる感染予防策を順守します。

神奈川県

感染症対策として

当事業所は、

以下のことに取り組んでいます

◯ 混雑時入場制限
◯ マスク等着用

◯ 発熱時等入場制限
◯ 感染発生状況の情報提供
◯ 屋外作業の為、作業時にもソーシャルディスタンスを厳守します。

業態：
住所：
電話番号：
担当者名：
発行日：

各業種共通
横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7階
0458770878
グループ長 川下都志子
令和2年9月17日

感染防止対策に、業種ごとに策定された感染拡大防止ガイドラインが盛り込まれていること。
（※該当なし）
事前予約時又は入場時に連絡先を確実に把握すること。
マスクを持参していない者がいた場合は主催者側でマスクを配布し、
着用率 100％を担保すること。

接触確認アプリ「COCOA」のダウンロ ード促進を入り口に掲示すること。

◯ 手洗・手指消毒

協働参加型めぐりの森づくり推進会議
混植・密植方式植樹推進グループ

開催施設の利用条件を遵守すること。
（※該当なし）

有症状者の参加、出演を確実に防止すること。
（検温の実施、主催者側が払い戻しの措置等を規定
しておく等）

◯ 座席間隔確保

事業所名

＜横須賀市の「イベント開催方針」の各事項を以下のとおり遵守致します。＞

L INEコロナ
お知らせシステム

入場口、トイレ、売店等において、入退場時や休憩時間に密集を生み出さないよう、人員の配置
や導線の確保等を行うこと。密集を回避できない場合は、そのキャパシティに応じ、収容率等の
目安を下回る制限を実施すること。
演者・選手等と観客がイベント前後や休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じるとともに、
接触が防止できないおそれがあるイベントについては、開催を見合わせること。
（※該当なし）
飲食用に感染防止策を講じたエリア以外での飲食を制限すること。

登録はこちら

イベント前後における公共交通機関、飲食店等の分散利用を促すこと。

■運営団体：混植・密植植樹方式推進グループ グループ長：非営利型一般社団法人 Silva（シルワ）
株式会社大川印刷、特定非営利型活動法人漢方環境安全対策普及協会（古川園芸）
、国際ソロプチミスト横須賀、株式会社研進、
特定非営利型活動法人グリーンパワーファクトリー、社会福祉法人湘南の凪えいむ、社会福祉法人進和学園、株式会社テレビ神奈川

