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「みらいの桜」育ての親 各位 

 

特定非営利活動法人 環境再生機構 

（通称）NPO法人 小金井桜を復活する会 

理事長 日 並 洋 一 

 

 

 拝啓 さわやかな五月晴れが続く毎日、お元気でお暮らしのことと思います。 

 皆さまには、気仙沼大島「みらいの桜」育ての親として、ご参加いただき心より御礼申し上げます。 

 さて、ご報告が遅れています「みらいの桜」樹勢及び管理状況ですが、今年３月２６日第三回「み

らいの桜」植樹も無事終了し、総植樹本数２０３本（第２回植樹本数１２４本・第３回植樹本数７９

本）の小金井桜が気仙沼大島亀山に植樹されました。 

今年の開花時期である４月２０日過ぎに気仙沼大島観光協会が調査した結果、カモシカの食害も、

メッセージプレートの弦の絡みもなく、しっかりと根づいており、多くの小金井桜が可憐な花をつけ

島民の皆様を楽しませてくれたと報告を受けております。 

 

公益財団法人イオン環境財団から助成金を受けて実施している気仙沼大島復興事業である小金井

桜を植樹する「みらいの桜」プロジェクトの平成２８年度助成金の交付決定通知書を４月１日に受け

とりました。これを受け、第４回「みらいの桜」植樹祭を行うべき地元観光協会をはじめ島民の皆様

及び気仙沼市とのコラボレーション事業として展開することへの調整に手間取り、皆様方へのご報告

が遅れておりましたがこれまでの経過を含め別紙の通りご報告させていただきます。 

 

また、５月２日～３日のゴールデンウィーク最中には西岡真一郎小金井市長が、この事業の推進が

気仙沼市の復興と両市の友好関係樹立の一助となることを願い、菅原茂気仙沼市長を表敬訪問されま

した。 

私はこの表敬訪問に同行し白幡昇一観光協会会長と一緒に、今年１１月から来年３月に予定してお

ります「第四回みらいの桜」植樹事業に向け、小金井桜植樹場所の確保と気仙沼市としての支援を菅

原茂気仙沼市長にお願いしたところ、菅沼市長をはじめ担当部署の管理職の皆様から、復興のシンボ

ルと両市の友好の事業として、本年度の桜 100本の植樹場所を確保する旨の回答を頂きました。 

 

「みらいの桜」育ての親の皆様には、来年４月下旬に「みらいの桜」の観桜会ツアーを企画したい

と計画（詳細につきましては後日ご案内）しております。 その節にはぜひ貴方のメッセージプレー

トが付いた「みらいの桜」を観桜するツアーにご参加頂きたく今からご準備いただければ幸いです。 

 

今後も、特定非営利活動法人 環境再生機構（通称）NPO 法人 小金井桜を復活する会の活動に

対しまして、ご支援、ご協力のほど宜しくお願い致します。 

 

敬具 



 

第 2回「植樹祭」報告書 （2015年 3月 7日） 

NPO法人 環境再生機構(小金井桜を復活する会) 

 
東日本大震災において多大な被害を受けた宮城県気仙沼大島亀山地区の「涙の松」が立ち枯れ、その代わりに復興のシンボルとして｢名

勝小金井桜｣等のヤマザクラ苗を植樹し､ヤマザクラの景勝地として自然にやさしい島づくり事業を展開することを目的とします。 

2011年 3月 11日に発生した東日本大震災で､気仙沼湾に流出した重油･ガソリンにより気仙沼大島･亀山の樹木が炎上・焼失し､多

大な被害を受けました｡ 

震災前は､大島の亀山及び小亀山は桜の名所としても知られ､多くの観光客を集めていました｡ 

今回の大震災と津波の被害により.気仙沼市は甚大な被害を受け､市内は疲弊し観光客も激減しています｡ 私たちは､かつての風光明

媚な気仙沼大島を再生するため気仙沼大島観光協会が公益社団法人日本花の会の支援を受けて始められた「みらいの桜」プロジェクト

事業を支援するため、公益社団法人イオン環境財団から助成金を受けて北上桜の会と一緒に協働で取り組んで行きます。 

私たちは、気仙沼大島亀山を東北一のヤマザクラの島として再生させ、全国から多くの皆様にお出でいただけるよう気仙沼大島復興のシン

ボルとして今後このプロジェクト事業を続けていきたいと念願しております。  

植樹祭のプレイベント  「3.11震災から復興そして明日へ！」講演会を開催 

白幡昇一さん（大島観光協会会長）北林 牧さん（気仙沼教育委員会）・村上盛文さん（大島「椿荘花月」経営）の皆さんです 

                       

当日は、１００名を超える市民の皆様にお集まりいただき、3.11 当日の生々しいお話を大島「椿荘花月」の村上盛文さんからは、当日

ご夫婦で島から離れて病院に行っていて、大島に消火に駆けつけることができず大変もどかしい思い等について映像を交えながらご報告いた

だきました。 

青年海外協力隊ＯＧで宮城県復興局派遣の北林牧さん（三鷹市出身）のからは、復興ボランティアの現状・気仙沼の皆さんの立場に

立って復興支援に携わる心の問題、被災者の皆様と市当局・気仙沼市・宮城県・国等との連携についても実体験から貴重なお話をいた

だきました。 

大島観光協会会長の白幡昇一さんからは、大島と気仙沼を結ぶ唯一の交通手段である大島汽船の会社を経営し、津波ですべて大破し、

全国の仲間の支援でその航路再開の苦労話、今後の大島架橋建設の大島観光事業への復興スケジュール等についてご報告いただきま

した。また大島亀山への小金井桜植樹事業への感謝のお言葉をいただきました。 

皆さん、ぜひ「緑の真珠の

大島」においでください。 

お待ちしています 



 

                                              

 
「育ての親」の皆さん、大島観光協会の皆様総勢 100名を超える植樹祭でした 

 
自分のプレートを持って「みらいの桜」を一日も早い復興と桜の開花を願って植樹しました。 

                                                       

 

 

 

 

 

気仙沼大島復興イベント 

第２回みらいの桜植樹祭 

2015年 3月７日（土） 

 

仙台に本社がある「河北新報社」は 

いち早く震災のニュースを伝え、 

その内容と迫力は他社を圧倒した 

紙面でした。 

河北新報を見て今回の「桜の植樹」

に応募しました。   （宮城県大

和町 山口さん） 

私たちが植えた場所は比較的 

らくな斜面ですが、それでも 

「命綱」に助けられました 

朝 7時武蔵小金井駅に雨の中集合した

植樹祭参加者一行は、新幹線と大船渡

線を乗り継いで、はるばる気仙沼へ。 

気仙沼は植樹祭にふさわしい快晴でした 

。 

フェリーで大島に渡ります。 

 

 



東京・仙台の日帰りの皆さんをお見送り 

 

                                                            

仙台・東京日帰り組にお見送りを前に、の観光協会からカニ汁をごちそうしていただきました 

 

                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

いよいよお別れです。フェリーで帰る方と見送る人たちは別れを惜しんでテープを持ちました。 

 

 

来年も桜を植えましょう 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小金井からの参加者一同 

 

 

 

 

   

            

 

「椿荘花月」でお疲れさん交流会 

皆さん、今日は有難うございました 乾杯

っ！ 

有難うございました 

かんぱ～い 

すばらしい大漁盛りですよ。 

残さず召し上がってください 

植樹祭おめでとうございます 

私たちは昨日１泊しましたので、今日はイベント 

が終わり次第、北上へ帰る予定でしたよ。 

私は小平市からの参加です。ふだんの例会は参加が 

難しいのでこういうチャンスに参加いたします 

私は調布市からの参加です。ファームの草取り 

などお手伝いしますからご連絡ください 

ばぁさんからもらうのはイヤだよ～だ。

若くかわいい女の子からもらいたいっ！ 

 

来年はかわいい娘を連れ

てくるから、今年はこれで

がまんしなさい 

 



 

第２回「みらいの桜」植樹祭に植えた小金井桜苗はフェリー乗り場から一望できる亀山山頂のレストハウス周辺最高の場所４か所

に植えさせていただきました。 

「復興の思いを込めたメッセージ」を託したプレートは、応募いただきました本数に応じて小金井桜苗に取り付けさせていただきました。 

 

 

No.092 斎藤みよ・No.115 櫻田正志・No.119 杉山利男・No.057 菅原美由紀・美智子・No.121 岩淵 美枝子・No.005

西岡真一郎・No.040 斎藤友克・No.107 斎藤みよ・No.082 斎藤みよ・No.114 櫻田正志・No.120 小山民夫・No.117 中

村富士雄・No.059山口恵美子・No.123北村栄子・No.113櫻田正志・No.111櫻田正志・No.078斎藤みよ・No.122千

葉文夫・No.037 赤澤淳子・No.033 斉藤武・No.124 北村栄子・No.116 櫻田正志・No.112 櫻田正志・No.039 内川正

則・No.035 横井喜美江・No.038 下畑清子・No.070 斎藤みよ・No.76 斎藤みよ・No.083 斎藤みよ・No.79 斎藤みよ・

No.036横井喜美江・No.006碓井里子・No.008漆原 博子・No.017北村佳代子・No.080斎藤みよ・No.084斎藤みよ・

No.069斎藤みよ・No.109斎藤みよ・No.118杉山利男 

 

 

No.031 緒方澄子・No.029 鴨下勇・No.068 斉藤みよ・No.054 大瀬銀蔵・No.053 川崎英子・No.003 宮川 和幸・

No.001 藤井禧予人・No.009 川口正子・No.026 宮崎春人・No.077 斉藤みよ・No.058 佐藤かち子 No.067 斉藤みよ

No.028 中嶋紀子・No.094 斉藤みよ・No.022 根本栞奈・No.030 鴨下喜代・No.066 斉藤 みよ・No.055 大瀬由美子・

No.073斎藤みよ 

 

 

 

No.095 斉藤みよ・No.089 斉藤みよ・No.025 宮崎春人・No.096 斉藤みよ・No.013 橋田数彦・No.088 斉藤 みよ・

No.101 斉藤みよ・No.014NANAYO AUTO・No.100 斉藤みよ・No.093 斉藤みよ・No.042 日並洋一 No.044 石田精

一・No.090 斉藤みよ・No.063 斉藤みよ・No.064 斉藤みよ・No.062 斉藤みよ・No.072 斉藤 みよ・No.043 石田精一・

No.032 緒方澄子・No.010 門屋利通・No.004 梅津誓子・No.002 合田隆年 No.087 斉藤みよ・No.007 漆原博子・

No.027古川幸子・No.021根本優紀・No.075斉藤みよ・No.020根本善之 No .098斉藤みよ 

 

 

 

No.018 根本晴之・No.051 鴨下真帆・No.041 小沼廣和・No.049 鴨下敏明・No.047 石井洋子・No.102 斉藤 みよ・

No.045石田いく子・No.110小黒智之・No.061斉藤みよ・No.024六反田喬・No.019根本 恵美子・No.050鴨下美月・

No.046 石田いく子・No.056 大崎喜久雄・No.091 斉藤みよ・No.011 橋田数彦・No.104 斉藤みよ・No.105 斉藤みよ・

No.106 斉藤みよ・No.085 斉藤みよ・No.086 斉藤みよ・No.015NANAYO AUTO・No.099 斉藤みよ・No.052 川崎英

子・No.071斉藤みよ・No.108斉藤みよ・NO.023・鍔山 英次 No.034東光子・No.016NANAYO AUTO・No.065斉藤

みよ・No.060斉藤みよ・No.103斉藤みよ・No.097斉藤みよ・No.074斉藤みよ・No.012橋田数彦 

気仙沼大島「みらいの桜」植樹場所 

レストハウス道路下・３９本 

レストハウス道路上・1９本 

遊歩道下・２９本 

小亀山・３５本 

 



 

 

 

小金井市(２９人) 

合田隆年様・梅津誓子様・西岡真一郎様・漆原博子様・橋田数彦様・NANAYO  AUTO様・北村佳代子様・根本晴之様・根

本恵美子様・根本優紀様・根本栞奈様・鍔山英次様・鴨下勇様・鴨下喜代様・緒方澄子様・斉藤武様・東光子様・横井喜美

江様・赤沢淳子様・小沼廣和様・日並洋一様・石田誠一様・石田いく子様・石井洋子様・石井豊三様・鴨下敏明様・鴨下美月

様・鴨下真帆様・杉山利男様 

小平市(3人)                              西東京市(4人) 

宮川和幸様・碓井里子様・斉藤友克様・         藤井禧予人様・川口正子様・古川幸子様・小山民夫様・ 

国分寺市(２人)                            武蔵野市(２人) 

中嶋紀子様・内川正則様・                     大瀬銀蔵様・大瀬由美子様・ 

立川市       昭島市      三鷹市      八王子市        府中市 

宮崎晴人様・    六反田喬様・   下畑清子様・    門屋利通様・   川崎英子様 

宮城県仙台市(６人) 

斉藤みよ様・佐藤かち子様・小黒智之様・櫻田正志様・岩淵美恵子様・千葉文夫様・ 

宮城県気仙沼市   宮城県大崎市     宮城県黒川郡大和町    宮城県加美郡加美町 

大崎喜久雄様・    菅原由紀・美智子    山口恵美子様・        中村富士雄様・  

 

  

 

 

ベランダでは、小さかったこの桜が、気仙沼の空いっぱいに花を咲かせる日を楽しみに 

あなたが毎年美しい花を咲かせてくれますように 

気仙沼大島が山桜の島に再生して、「みらいの桜」お花見客でにぎわうことを祈っています 

気仙沼に小金井桜が咲き誇る・・・何て素晴らしいことでしょう 

涙の数だけ咲き誇れ、「みらいの桜」 

いつか必ず、社員共々「みらいの桜」を訪ねます 

桜の花の咲くのを楽しみにしています。私も元気に育ちます 

ヤマザクラ苗が「みらいの桜」に成長し震災前の桜名所を復活させるよう祈念します 

気仙沼復興の一本になりますように願っています 

大島が桜でいっぱいになるよう祈っています 

緑へ 助けてやれずにごめんね、でも ずっと ずっと忘れないからね  祖父 祖母 

美しい大島が桜の花でより美しくなりますように、そして島の方々が心癒さりますように!! 

歌で皆を慰め励ましてきた亡き甥のように優しく美しい桜花を大島に一杯咲かせてください 

生まれ故郷、心のふるさと大島に、春には桜花が咲き誇ることを願って 

当り前が一番幸せなんだよ!!芽が出る 葉が出る 蕾がつく 花が咲く、皆が喜ぶ いいねぇ! 

気仙沼大島「みらいの桜」住所別オーナーリスト 

代表的なオーナーメッセージ 



 

第３回「植樹祭」報告書（2016年 3月 26日） 

NPO法人 環境再生機構(小金井桜を復活する会) 

 

 

   

  

 ２０１６年３月２６日、「第３回みらいの桜植樹祭」を行うため、「育ての親」の皆さんのメッセージプレートを携え、ＮＰＯ法人

小金井桜を復活する会日並理事長・小沼副理事長は気仙沼大島に行ってきました。 

 第３回「みらいの桜」植樹は、事前に大島造園に枯れた「涙の松」の伐採と７９本の小金井桜苗の植樹をお願いしてあり、当日

は育ての親１６名分のメッセージプレートの取り付けを大島環境協会作業班９名の皆さんの協力を得て実施しました。 

 第１回「みらいの桜」植樹祭は、2013年 3月 31日大島観光協会の単独事業として、（公財）日本花の会から多種多様な

品種の１年生物の桜の苗１００本を植樹され、元気に成長しています。 

      

雪の降る中での植樹祭でした      第１回「みらいの桜」植樹プレート  気仙沼市街から大島亀山を見る 

 



 第２回「みらいの桜」植樹祭は、２０１5年３月７日、（公財）イオン環境財団から助成金の交付を受け、気仙沼大島観光

協会・ＮＰＯ法人小金井桜を復活する会・北上さくらの会の共催事業として１２４本の３年生物の小金井桜苗を植樹しました。 

 

 第３回「みらいの桜」植樹祭は、２０１6年３月２６日、（公財）イオン環境財団から助成金の交付を受け、気仙沼大島観

光協会・ＮＰＯ法人小金井桜を復活する会・北上さくらの会の共催事業として７９本の４年生物の小金井桜苗を植樹しました。 

 

 「みらいの桜」プロジェクト事業として気仙沼大島亀山山頂に植樹された桜苗は、合計で３０３本になります。 

そのほかに各種支援団体の皆さんが植樹された桜苗を合計すると約５００本近くが「涙の松」に代わり、亀山に植えられたことにな

ります。 

東北一の桜の島としてお花見に多くの観光客の皆さんが訪れる将来が楽しみです 

 

No.176・177 武蔵野市関前 大瀬 銀蔵    小金井桜が堤を固めたように 気仙沼亀山の地が固まります様に  

復興を願って 

No.178     小金井市貫井南町 竹前 直子  東京の小金井桜が 気仙沼の復興を見守ります 

No.179      立川市柏町 六反田喬         この桜苗が小金井桜復活と共に、 気仙沼大島の名勝桜の島復活に  

寄与するよう祈念します 

No.180      小金井市貫井南町 田中 研一  気仙沼大島の「みらいの桜」が 名所になるのを願っています 

No.181      小金井市桜町 菅沼 七三雄    日本人の心のよりどころ桜で満開の島を。見る人がなごむ、明日の活力を!! 

No.182      小平市小川町 宮川 和幸      明るく、楽しく、元気よく みんなで楽しむ春のひととき 

No.183      小平市小川町 大谷 恵美子    山桜よ、風に乗り、花吹雪となれ 地表にも、人の魂にも、  

慎ましい喜びが満ちるように 

No.184      西東京市保谷町 川口 正子    元気に育て、「みらいの桜」 応援しています 

No.185      小金井市本町 鴨下 恒哉      気仙沼の未来にむけて 満開の桜を咲かせてください 

No.186      清瀬市元町 袴田 敏雄        小金井桜を、多くの人たちと 新たな出会いと絆のもと、  

気仙沼大島の復興のシンボルに 

No.188      調布市布田 北村 栄子        絆が末長く続くように 

No.190      八王子市中野上町 門屋 利通  三陸に春の優しい風 桜咲き皆な笑顔に なりますように 

No.187      小金井市梶野町 下田 勤      メッセージを 出来ていることに感謝 

No.189      小金井市本町 鴨下 瑛        名勝小金井桜が気仙沼大島の 復興のシンボルとして 根付くことを願って 

No.191      小金井市貫井南町 田中弥栄子 名勝小金井桜が気仙沼大島の 復興のシンボルとして 根付くことを願って 

育ての親メッセージ 


