
1

2013 年を具体的な成果の得られる年に

　今年は前向きに、おめでとうございますと申し上げ
たいような気分になっています。
　皆さん！最も大事なものは “ いのち ” です。そして
幸福とは今生きていること。生きがいとは、明日に向
かって何処でも誰でも出来る事を足元から前向きに進
めることではないでしょうか。
　世界でも有数の自然災害国、日本列島に住んでいる
以上は、必ず再び自然の揺り戻し、台風、山津波、洪
水、竜巻、そして地震、大津波や大火事が今晩来るか、
3 年先か 30 年先か、必ずあなたを襲うわけです。何
でも出来ると思っていた私たち。実は自分だけは生き
残れると思っていたのですが、必ず襲う自然の揺り戻
し、地震と大津波によって、瞬間的に 2 万人ものいの
ちが奪われたのが東日本大震災です。私は被災地を地
域の皆さんと共に何十回も現地調査をやった結果、鉄
筋コンクリートの防潮堤などは多くの場所で破壊され

て、川沿いなどは数キロに渡って内陸まで津波が押し
寄せてきて多くの人の命を奪っています
　震災後 2 年経って、そろそろ私たちは、何があって
も未来に向かって生き残る、未来指向の、しかも 40
億年続いてきたあなたの遺伝子、あなたの愛する人の
遺伝子を未来に繋げるための、命を守る基盤をつくる
べきではないでしょうか。
　私は今まで 60 年、国内外 1,700 ヶ所で行ってきた
植栽実践事例があります。是非できる所から、まず被
災地の低地などを中心に南北 300 キロぐらいに、毒と
分解できないものを排除した瓦礫を土と混ぜながらマ
ウンドを築き、そこに潜在自然植生に基づくタブノキ
や、シラカシ、アカガシ、ウラジロガシなどのカシ類、
仙台平野から南はスダジイも含めた生きた緑の構築材
を使っての森づくりを進めていくべきだと確信してい
ます。
　今こそ私たちは、本気で具体的に、日本列島各地、
海岸沿いから内陸の工場や都市、学校や公共・交通施
設の周りに、何があっても生き残る 9,000 年続く「い
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のちの森づくり」を出来る所から行う時です。不幸な
危機をチャンスにいのちの森を、そしてそのノウハウ
と成果を資源の少ない日本から、アジア、世界に発信
しましょう。
　生態学センター（IGES-JISE）は「いのちの森づくり」
のプロです。どうか皆さん、共に今年こそ何があって
も、次の氷河期が来ると予測されている 9,000 年先ま
で残る本物の「いのちの森」を足元からつくっていき
ます。
　皆さん、ともに額に汗し、大地に手を接して、本物

の国家プロジェクト、国民運動として確実にすすめま
しょう。日本人一人 1 本植えれば 1 億本以上になりま
す。
　この Newsletter が目先の仕事に囚われて長い間休刊
になっていた事をお詫びすると同時に、これからはこ
の Newsletter を通して皆さんと交流し、率直なご意見、
ご教示を得ながら、共に輝かしい明日を築くために頑
張りたいと決心しています。
さらに前向きに発展したいと祈念しています。
　どうぞ、今年こそ、さらによろしくお願い致します。

１．文明、科学・技術と自然災害
　人類は地球上に出現して 500 万年と言われています
が、そのほとんどを森の中で生活していました。太古
の昔から豊かな恵みの森は人類の生存、生活の基盤で
した。人類は二足歩行をし、両手を自由に使って、最
初は土や石、次いで銅や鉄を使って道具を作り、やが
て文明をつくりあげました。他の動物たちとは比べも
のにならないほど大脳皮質が発達したため、記憶し、
思考し、知識を蓄積して、個々の知見を総合的に考え
ることができました。そして科学・技術を目覚ましく
発達させましたが、それに伴い自然の森を破壊、消滅
させていきました。
　現在では原子力まで利用して、地域差はあるものの、
先達が夢にもみなかったほど便利で豊かな、物やエネ
ルギーがあふれた生活を手に入れています。いわば今、
人類は最高の条件下にいます。
　この最新の科学・技術を駆使して、自然災害に対す
る予測や対策も十分行われていたはずです。かつて幾
度となく津波の被害に見舞われている釜石では、世界
最大の水深（63 ｍ）を誇るコンクリートの防波堤（全
長 2 ｋｍ、海面からの高さ 8 ｍ、厚さ 20 ｍ）も完成
していました。しかし一昨年 3 月 11 日、東日本大震
災に伴う予測を越えた大津波に耐えきれず、破壊され
てしまいました。1,000 年に１度といわれる大震災に
よって、2 万人近い方々の命が一瞬にして奪われてい
ます。奢れる人間の力の到底及ばない自然の脅威を今
更のように感じ、最も大事なものは “ いのち ” である
ということに改めて気付かされました。

２．森の機能と鎮守の森
　およそ 40 億年前に地球に誕生した原始のいのちが
よくも切れずに今日までつながり、今私たちは、長
いいのちの歴史を未来に伝える一里塚としてこの時
を生かされています。かけがえのない私たちの遺伝子

（DNA）を未来につなぐ緑の褥が、土地本来の “ ふるさ
との木によるふるさとの森 ” です。
　ふるさとの森は、高木層、亜高木層、低木層、草本
層からなる多層群落の森で、緑の表面積は単層群落の
芝生などの 30 倍あります。緑の植物は、地球の生態
系の中で唯一の生産者であり、緑が濃縮している土地
本来の森は、消費者である人間をはじめとするすべて
の動物の生存の基盤となっています。
　また、深根性・直根性の常緑広葉樹からなる森は、
多彩な環境保全、災害防止の機能を有し、生物多様性
を維持し、炭素を吸収・固定して地球温暖化抑制の働
きもしています。
　しかし土地本来の森は、世界的に、何百年もにわた
る家畜の林内過放牧によって破壊され、また都市化や
農地化によって激減しています。日本人も集落や町、
農耕地をつくるために森を伐採しましたが、一方では
世界で唯一、新しい集落、町づくりの際には必ず、“ ふ
るさとの木によるふるさとの森 ”―鎮守の森―を残し、
守り、つくってきました。しかしこの鎮守の森も、近
年減少の一途をたどっています。神奈川県を例にとれ
ば、2,850 あった鎮守の森（社寺林）が現在ではわず
か 40 しか残っていません。
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写真 1：鎮守の森（愛知県一宮市）

３．災害に強いシイ、タブ、カシ類
　大震災の直後から、私たちは被災地の現地植生調査
を続けています。海岸沿いに植えられていたマツの単
植林は仙台平野などではほとんど根こそぎ倒され、そ
れが二次、三次の津波に数百メートルも流されて、家
や車に大きな被害を与えました。ところが、南三陸町
や大槌町などの鎮守の森はしっかりと残っています。
急斜面に生えている土地本来の樹種であるタブノキ、
ヤブツバキ、マサキなども、斜面の土砂が津波に洗わ
れて太い直根や根群が露出していますが、倒れずに津
波を押さえています。
　新日本製鐵の釜石製鉄所には、30 年前にタブノキ、
シラカシなどをエコロジカルな方法で植えてつくった
森があります。海岸沿いの樹林は港をつくる際に整理
されましたが、後背地の樹高 10 ｍ以上に生長してい
るシラカシは、林内の幼木やヤブツバキ、マサキ、ネ
ズミモチなどとともに、地震後も残っていました。本
物とは厳しい環境に耐えて長持ちするものです。

写真 2：津波に襲われても生き残っているタブノキ（南三陸町）

４．危機をチャンスに！ 9,000 年続く “いのち
　　の森・平成の森 ”を
　日本は自然豊かな美しい国です。同時に、大地震、

大火事、大津波、台風、洪水など、自然災害も極めて
多い。大事なこと、今すぐやらなければならないこと
は、1 億 2 千万余の国民と国土を守るために、危機を
チャンスとして、次の氷河期が来ると予測される 9,000
年先までもつ “ いのちを守る森 ” をつくることである
と確信しています。ハードな施設づくりも大事ですが、
同時に、日本人が 4,000 年来新しい集落、町づくりの
際に行ってきた鎮守の森づくりの伝統的な知見と、ま
だ不十分ですがいのちと環境の総合科学、エコロジー

（植物生態学）の研究・成果を踏まえて、あらゆる自
然災害に耐える本物の森、21 世紀の鎮守の森、9,000
年続く “ 平成の森 ” をつくることが重要です。私たちは、
今すぐできるところからこのエコロジカルな森づくり
を行いたいと、各分野の方々に提言し、協力を求めて
います。
　『海岸沿いで被害を受けたのだから町を高台に移転
するべき』などと言われています。しかし人類文明の
歴史を見れば、メソポタミアもエジプトもギリシャも、
そして現在でも、ロンドン、ニューヨーク、ボストン、
東京、横浜、名古屋、大阪など大都市の多くが海岸沿
いに位置しています。海岸沿い、河川沿いは、生態学
的に最も豊かで住みやすいところです。山の迫った日
本で、一時的に高台に移転しても、10 年 20 年経った
ら、一人下り、二人下りして、30 年経つと商店や学校、
会社、病院などみんなまた海沿いに戻ってくるでしょ
う。今まで何世代にもわたって住んでいたところが一
番住みよいのです。そこで何があっても生き延びるこ
とが大事です。物理学者寺田寅彦（1878 － 1935）が
言っているように、災害は忘れたころに必ずやってき
ます。市民のいのちを守る森づくりを今すぐできると
ころから進めていきたいと願っています。
　　　　　

５．瓦礫の多くは地球資源
　大震災で生じた瓦礫の処理に政府も地方も困ってい
ます。毒は排除しなければなりません。使えるものは
使う。私たちが現地調査したところ、瓦礫の 90％以上
は木質瓦礫や家屋の土台のコンクリート片などです。
それは、何世代もそこで生まれ育ち生活していた人び
との歴史や思い出、亡くなった方々の生きていた証の
品々が混じっているかもしれません。人びとの想いが
詰まっている瓦礫を日本中に無理やり配って焼却が進
められています。木質資源の 50％は炭素ですから、焼
けば CO2 が発生し地球温暖化を促進する危険性があり
ます。
　私は瓦礫を活かした森づくりを提言しています。被
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災地の海岸沿いにできるだけ深い穴を掘り、そこに瓦
礫を発生土と混ぜてできるだけ高いマウンド（丘）を
造り、その上に土地本来の樹種の幼苗を植えて、被災
した人たちの希望の森、亡くなった方々のための鎮魂
の森、いのちを守る 21 世紀の鎮守の森をつくる。瓦
礫を土と混ぜると通気性のよいマウンドができ、根も
呼吸していますから、樹木は健全に育ちます。
　現在私たちが使っている家具や柱などはすべてを焼
却しなければならないのでしょうか。できるだけ地球
資源として森づくりのマウンド形成などに使わせてい
ただきたいと願っています。

写真３：大槌町の瓦礫の丘

６．国家プロジェクト・全国民運動として
　幸いにも、以前熊本県で一緒に森づくりを進めた細
川護煕元総理も瓦礫を活かした森づくりに積極的に協
力してくださっています。私たちは関係者に直接会っ
てお願いしました。みなさん熱心に聞いてはくれます
が、行政的なシステムが巨大すぎるからか、なかなか
ことが進みません。その間に、貴重な地球資源である
瓦礫がどんどん焼却されていきます。
　ぜひ今すぐ震災瓦礫といわれる地球資源を積極的に
使い切って、土と混ぜながらほっこらとしたマウンド
をつくり森づくりを進めたい。
　植物の生長に欠かせない酸素が土中に十分含まれる
ようにするために瓦礫を入れることはきわめて有効で
す。高価な成木は植えない。確実に生長する土地本来
の潜在自然植生の主木群、鎮守の森に生き残ってきた
常緑広葉樹の高さ 30cm ほどのポット苗を、自然の森
の掟にしたがって混植・密植します。
　大事なことは樹種の選択です。マツも大事ですが、
マツだけを植える単植林は災害防止の機能は弱い。植
物の進化から言えば、今から 3 億年前は、植物は、化

石燃料といわれる石炭・石油の元となったシダ植物の
全盛時代でした。そのあと植物はゆっくりと進化して
裸子植物のソテツ、イチョウや、スギ、ヒノキ、マツ
などの針葉樹の時代となり、現在は被子植物の時代で
す。樹木でいうと、太平洋岸側では釜石、大槌町の北
までは、葉が広く常緑で、根は深根性・直根性の照葉
樹（常緑広葉樹）です。1976 年の酒田の大火事の際
火を止めたというタブノキをはじめ、アカガシ、ウラ
ジロガシ、シラカシ、ヤブツバキ、シロダモなど、さ
らに南に行くとスダジイなどが土地本来の森の主な構
成樹種群です。
　この主木群を中心に、それを支えるヤブツバキ、モ
チノキ、ネズミモチ、ヤマモモ、カクレミノなどの亜
高木、低木のアオキ、ヤツデ、ヒサカキなどできるだ
け多くの種群を選択します。そして根群が容器内に充
満するまで半年か 1 年かけてこれらのポット苗を育苗
し、自然の森の掟にしたがって混植・密植します。3
年経てば管理費が要りません。あとは自然淘汰にまか
せれば、10 年で 10 ｍ、20 年で 20 ｍ近くに生長し、
いのちを守る防災・環境保全林になります。
　南北 300 キロ、幅 100 ｍのマウンドに平米 3 本の
割で根群の充満したポット苗を植えて　森をつくると
すれば、私たちの計算では、ポット苗は 9,000 万本必
要です。一度にはできません。
　私たちはできるところから始めようと、大槌町や仙
台平野の岩沼市などで、先見性と決断力をもった首長
のもと試験植樹という形で植樹祭を行いました。全国
から集まったボランティアの人たちや細川元総理と共
に植えた苗はしっかりと根付いています。

写真 4：岩沼市千年希望の丘植樹祭

７．鎮魂と希望の “平成の森 ”を世界に
　このいのちの森づくりは、資源の少ない日本が、そ
のプロセスと成果を世界に発信することのできる未来
志向のプロジェクトです。南北 300 キロの森の長城は、
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地域の人たちのいのちを守る森、訪れる人たちに学び
と癒しを与える森、緑豊かな地域景観の主役となり地
域経済とも共生する森、9,000 年残る本物の森です。
このような “ 平成の森の長城 ” をみんなでつくってい
きたいと願っています。これまで 40 年間、国内外 1,700
箇所以上で先見性をもった企業、行政、各種団体、そ
してなにより多くの市民の皆さんとともに土地本来の
樹種の苗木を植えてきましたが、いずれもどんな災害
にも耐えていのちを守る森に生長しています。そして
大きくなった樹木は、ドイツの林業のように 80 年伐
期、120 年伐期で択伐すると、広葉樹のケヤキでも
1,000 万円以上で売れると聞きますから、地域経済に

寄与します。
　日本人一人ひとりが、自分の、愛する家族の、日本
の国民のいのちを守るため、そして本物の緑豊かな国
土を守るために、自ら額に汗し手を大地に接して、小
さな苗を植えていく、その成果とノウハウを日本から
世界に発信していきたいと願っています。
　現在 85 歳ですが、宮脇昭は今後もがんばります。
生物学的には女性は 130 歳、男性も 120 歳まで生き
れるポテンシャルをもっています。何もしないと退化
します。私も少なくてもこのプロジェクトが実現する
まで、皆さんと共に木を植え続けていきたいと願って
います。

図 1：いのちを守る森の防潮堤 【生態環境研究  第 18 巻第１号より抜粋い；一部改変】

IGES-JISE 市民環境フォーラム「津波と森の防潮堤」－日本の海岸線を考える－のご案内
【開催概要】
開催日時：2013年 3月 17日（日）
　　　　　13時 30分～ 17時 00分
開催場所：横浜市教育会館ホール（参加者 500名予定）
参 加 費：無料（但し事前登録が必要）
主　　催：公益財団法人地球環境戦略研究機関・国際生態学センター
共　　催：NPO法人国際ふるさとの森づくり協会

【プログラム】（予定）
講演Ⅰ「私たちにとって海とは、海岸線とは」
　　　　講師：高橋　正征（東京大学名誉教授）
講演Ⅱ「いのちを守る森の防潮堤」
　　　　講師：宮脇　昭（国際生態学センター長）
パネル討論「これからの海岸線はどうあるべきか」
　　　　出席者：宮脇　昭（国際生態学センター長）、
　　　　高橋　正征（東京大学名誉教授）
　　　　林　寿則（国際生態学センター研究員）、
　　　　石村章子（NPO法人地球の緑を育てる会理事長）

【申込先】氏名・住所・電話・参加人員を記入の上下記まで申込下さい
（公財）地球環境戦略研究機関・国際生態学センター〒 220-0073　横浜市西区岡野 2-12-20

TEL:045-322-1223　FAX:045-322-1225　Mail:ecoinfom@jise.jp

ガレキと土壌の間に空気層が生まれ、より根が地中深くに
入り、根がガレキを抱くことにより、木々がより安定する。
有機性廃棄物は、年月をかけて分解され森の養分となる。

新日鐵君津製鉄所の防
災・環境保全林（1975
年にポット苗を混植・
密植して 36 年後の現
在の姿）
（2011年 6月撮影）

〈森の防潮堤の未来像〉
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樹高 70mを超える背高ユーカリ

　タスマニア島はオーストラリア大陸の南東 240km
の南緯 42 度前後に位置し、その広さは北海道の約 8
割に相当する。タスマニアの森林植生はユーカリ林と
ともにナンキョクブナ (Nothofagus cunninghamii) 林の
生育地として知られている。ナンキョクブナ林は世界
でタスマニアのほかにはオーストラリア大陸南東部、
ニュージーランドおよび南米にのみ成立する冷温帯常
緑広葉樹林として知られている。いわゆるゴンドワナ
要素あるいは南極区の植物群で特徴づけられる植生と
いえる。一方、タスマニアにはオーストラリア区界の
特徴であるユーカリ 29 種が生育し、そのなかでも林
分高が 80m にも達する背高ユーカリと呼ばれる世界
最大の被子植物である Eucalyptus regnans に代表され
るような Wet eucalypt 林のほか、Dry eucalypt 林、疎
林 Woodland などの名称で相観的に区分されている。
　後述するようにナンキョクブナ林 ( 冷温帯常緑広葉樹林 )

も幾つかの植生タイプに区分されているが、タスマニアに

おける森林植生の分類はいずれもおもに相観に基づくもの

である。したがって、種組成にもとづく群落分類や群落間

相互の関係、特にユーカリ林とナンキョクブナ林との関係

は明らかになっていない。

　そこで 2009 年 2 月に冷温帯常緑広葉樹林帯およびその

周辺域の森林植生を中心にタスマニア島低海抜地全域で植

物社会学的方法による植生調査を行った。植物の最終的な

同定はタスマニア大学植物標本室の協力を得て行った。

　植生調査資料を解析した結果、ナンキョクブナ群落

は 特 に 区 分 種 を 持 た な い 典 型 下 位 単 位 と Eucalyptus 

regnans など区分種をした下位単位および Phyllocladus 

aspleniifolius、Eucryphia lucida などを区分種とした下位

単位に別れることが判明した。この結果幾つかの重要な知

見が得られた。すなわち、いわゆる背高ユーカリ(Eucalyptus 

regnans) が林冠を構成するような森林タイプは、いかに

その樹高が高くとも前述の典型下位単位を潜在自然植生

としたナンキョクブナ林の立地に出現していることであ

る。したがって背高ユーカリ林は攪乱によってのみ持続す

ることが出来る群落といえることが判明し、数百年に一度

程度の頻度で起こる山火事によって成立するものと考えら

　2009 年 8 月にオーストラリア・ブリスベーンで催された国際生態学会において本センターから宮脇昭センター
長および筆者が参加発表した。“Community rings at cool temperate rain forests based on phytosociological method 
in Tasmania, Australia.” のタイトルで Shin-ichi Meguro & Akira Miyawaki、Reconstruction of degraded Nothofagus 
forests in Tasmania and its significance のタイトルで Akira Miyawaki & Shin-ichi Meguro の発表者名でオーストラ
リア・タスマニア島における植生およびその再生についての口頭発表を行った。前者ではおもにタスマニアにおけ
る森林植生の群落環についての調査研究結果を報告し、後者ではタスマニアの植生調査研究に基づいた植栽事例の
講演をした。以下にその発表内容の概略と研究にいたった背景について説明する。
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れ た。 ま た、Phyllocladus aspleniifolius や

Eucryphia lucida などは典型的な冷温帯常

緑広葉樹林に出現する種と考えられていた

が、これらの区分種群によって区分される

ナンキョクブナ下位単位は、攪乱を受け、

林床が比較的明るい林内にこれらの種が出

現していることが明らかになった。

　このタイプの群落は Thamnic rainforest

の名前でナンキョクブナ林に相観的分類さ

れている。やや乾性立地に出現するタイプ

と考えられ、遷移が進み、林内が暗くなる

にしたがって典型下位単位へ移行すると考

えられる。また、背高ユーカリ林よりも攪

乱頻度が高いと推測される。

　ナンキョクブナ林よりも乾いた立地では

Eucalyptus obliqua が林冠を形成する森林

が成立していた。このユーカリも地上 60

ｍにも達するほど高くなる。ユーカリは基

本的に陽樹であり、本群落も継続的な火事

によって維持される群落と考えられる。二

次遷移の初期段階ではアカシアの一種であ

る Acacia verticillata などが低木林を形成

し、遷移とともに乾性立地に生える植物が

侵入してくる。より火事の頻度が高いとこ

ろでは別種のユーカリである Eucalyptus  

pulchella が 疎 林 (Woodland) を 形 成 す る。

もっとも乾燥した立地ではモクマオウの仲

間である Allocasuarina verticillata の低木

林が出現していた。これらの群落は土壌の

乾性傾度により種組成が異なっていた。そ

の他、湿性立地では Melaleuca squarrosa

がナンキョクブナ群落および Eucalyptus 

obliqua 群 落 の 下 位 単 位 を、 海 岸 で は

Acacia sophorae が群落を形成していた。

　 タ ス マ ニ ア の 森 林 植 生 は 筆 者 が み た

ニュージーランドの植生と共通する部分も

ある一方で、ナンキョクブナ林とユーカリ

林を併せ持つ地誌的にも植生学的にも大変

ユニークかつ興味深い場所である。今回の

調査でナンキョクブナ林とユーカリ林の植

生学的位置づけが明らかになったが、まだ

明らかにするべきことがあり、これらの科

学的知見がよりタスマニアの自然とのつき

あい方に寄与できるよう願っている。

ナンキョクブナの大木

ナンキョクブナ林の林内相観

背高ユーカリによる林冠
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Information

　ニューズレターが 2009 年 4 月号を最後にほぼ４年間発行することができませんでしたことをまず
もって心よりお詫び申し上げます。編集責任者として弁解の余地は無く、伏してお詫び申し上げる次第
でございます。
　これまで会員にお申し込み頂いていたにもかかわらず、お手元にニューズレターをお届けできなかっ
た旧会員の皆様へは、今後発行されるニューズレターを会費納入分実績に応じて代替え分として送らせ
て頂きます。
　また、平成 24 年度会員の皆様へは当年度分の発行が大変遅れましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
　新たに発行するニューズレターは、編集体制を見直し、当センター研究員による研究速報や活動報告、
研究会の記録などに加え皆様のページをつくり、ご意見、ご要望などを掲載し、より良いものにする所
存でございます。
　年２回の発行ですが、ご愛読頂けますよう努力いたします。皆様には引き続きご支援賜りますようお
願い申し上げます

編集責任者　新川　眞

１．第４回ケニアエコツアー
　●実施期間：平成 25 年 4 月 3 日～ 9 日（7 日間）
　●募集人員：15 名
　●実施地域：ナイロビ・ナイバシャ・ナクル

２．東北被災地での森植樹祭指導
　●実施時期：平成 25 年 5 月 2 日
　　及び 6 月 9 日、9 月又は 10 月（3 回予定）
　●募集人員：各回 500 名
　●実施地域：仙台市、岩沼市、南相馬市

３．湘南国際村めぐりの森植樹祭指導
　●実施時期：平成25年5月6日及び11月10日（2回）
　●募集人員：各回 500 名
　●実施地域：湘南国際村めぐりの森（横須賀市）

─平成 25年度実施予定イベント（ご案内）─

● ニューズレター休刊に関するお詫び ●

　東日本大震災から２年が経とうとしています。被災地

では復旧から復興へ着実に前進していることと思いま

す。センター長の宮脇が提唱している “ いのちを守る森

の防潮堤 ” が今年こそ創出できることを心より願ってお

ります。（眞）

　地球環境戦略研究機関は平成 24 年 4 月 1 日付けをもっ

て公益財団法人に移行いたしました。これにともない当セ

ンターに対する寄付金は税制上の優遇措置が受けられるこ

とになりました。当センターの活動に対するご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

４．第 2回カンボジア植生回復の旅
　●実施時期：平成 25 年 5 月 30 日～ 6 月 4 日（6 日間）
　●募集人員：30 名
　●実施地域：プノンペン・シェムリアップ

５．第７回ドイツエコツアー
　●実施期間：平成 25 年 9 月４日～ 9 月 12 日（９日間）
　●募集人員：20 名
　●実施地域：ミュンヘン・ザルツブルグ他

各イベントの詳細が決まり次第ホームページに
よりお知らせいたします。
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