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Abstract: "MORININARU" is a movement to promote planting trees and also becoming a forest itself to protect the
global environment and the offspring. It is different from the Afforested Burial in that it is not just planting trees
instead of tombstones. It is a method to remind us that we have been protected by the environment, before we talk
about the protection of the environment, and it can be said to be a method to re-subjectify the environment that has
been objectified. Also at the same time, we could know that doing something worthy for others will also be our great
pleasure. Thus, the MORININARU movement will not only promote the practice of peaceful coexistence with nature,
but also self-awareness and self-transcendence, inspiring a spirit of altruism, and a virtuous way of life. Nowadays, it is
very rare that we think about the death of ourselves deeply. In such a world where we are estranged from the idea of
“death”, "MORININARU" will also be able to give us an opportunity to regain a connection. In this workshop, we will
be experiencing a pseudo-death of ourselves providing an opportunity to re-capture the world. By regaining the
circulation of life and the death and releasing life by rethinking about the death, high integrity will be implemented. In
this way, "MORININARU" can be described as a spiritual movement imparting a new framework for individual
consciousness and religious thought, through its practice (Green Burial).
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要旨：
「森になる」は、樹木を植え自らが木となり森となって地球環境と子孫をまもろうと提唱する運動で
ある。それは樹木葬と違い、埋葬にポイントがあるのではなく、墓碑の代わりに木を植えるというだけでも
ない。すなわち「森になる」は、環境保護を唱える前に環境に保護されてきたことをリマインドする仕組み
であり、客体化された環境を主体化しなおす仕掛けであるともいえる 。と同時にまた、人のためになること
が、自分の大きな喜びであることを識る装置ともなる可能性がある 。このように「森になる」運動は、自然
との平和共存的実践にとどまらず、自己超越的気づきを促し、愛他的精神を鼓舞し、人生における高潔なあ
り方を促進すると期待される。さらに「死」が疎外された現在において、死について考えることは時にはあ
るが、自己の死を深く感じることは稀である。すなわち、かつて存在した生と死の循環が切れている現代に
あって、
「森になる」運動は、つながりを取り戻す契機ともなりうると考える。今回のワークショップでは、
自らの死を擬似的に体験し、そこから世界を捉え直す機会を提供する。すなわち、自己の中で生と死の循環
を取り戻し、死を見つめることによって生が解き放たれ、高い統合性が実現されると考える。このように 、
「森になる」運動は、
「みどりの埋葬（Green Burial,）」という具体的な実践を通して、個人意識や宗教思想
に新たな枠組みを付与しようとする精神運動とも言える。
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