
 

                平成 21 年 7 月発行 

本会は、愛知万博問題を契機に注目された「海上の森」を里やまとして守り、 
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楽しむために汗を流す市民が、行政との協働で立ち上げたものです。 

 

海上の森での田植えの様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

今年も「里の教室」がスタートしました。県内から応募された方々に、半年間合計 10 回の農

作業を体験してもらいます。参加者に家族ぐるみの方が多いのが特徴です。はじめてサツマイモ

の植え付けや田植えを経験した子供たちはとても感動してくれていました。 

水田や畑では,米や 13 種類の野菜を栽培しています。 

海上の森だより第 1６号目次 

海上歳時記            p.2 

海上の森の会と NPO 法人化    p.3 

海上いま、むかし p.4 

ため池プロジェクト p.5 

会員の声          p.6 

グループ報告    p.7,8,9 

 勿論、無農薬で育てていますので、収穫物は変形してい 

たり、穴のあいたものもありますが参加者に持ち帰って 

もらいます。この体験を通して農業の大切さを学習して 

欲しいと願っています。   

（里づくりグループ） 
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恐らくいま海上を最もあるいているひとり、ツァー企画グ

ループのリーダー山本征弘さんにこの時期の海上の魅力

を紹介して戴いています 

海上の森の歳時記（8 月～10 月） 

８月 森では夏の暑さにも負けず、ノリウツギ、リョウブ、ナガバノコヤボウキ等が野草ではゲンノショウ

コ、ミズタマソウ、シマジタムラソウ、ワレモコウなどが咲きます。コノシメトンボ、マユタテアカネ等の

赤トンボが出始め、セミは最盛期を迎えます。湿地ではサギソウ、イヌノハナヒゲ、ミカズキグサなど可愛

い花が見られます。 
９月 朝夕の暑さが収まる頃、森ではヤマハギ、ヌルデが道端ではノコンギク、シラヤマギク、ツリガネニ

ンジン、ヤマジノホトトギスなどが、湿地ではシラタマホシクサ、ミミカキグサ、サワシロギクなどが咲き

ます。ツクツクボウシが増え、ミヤマアカネ、ナツアカネ、ウスバキトンボが飛び始め、エンマコオロギ、

ササキリ、カンタンなどの声が聞こえます。お友達、ご夫婦で自然豊かな海上の森を歩きましょう。 
１０月 朝夕は涼しさを増し過ごし易くなって来ます。野の花はアケボノソウ、アキチョウジ、アキノキリ

ンソウ、ノコンギク、セイタカアワダチソウなどにぎやかです。森ではコウヤボウキの花が残り、ミヤマガ

マズミ、ナツハゼ、サルトリイバラ、ミツバアケビなどの実が見られます。アキアカネ、ホソミオツネント

ンボ、アサギマダラ、ホシホウジャクなど昆虫もまだ健在です。 

   
      サギソウ（８月） シマジタムラソウ（８月） ツリガネニンジン（９月） 

   
  ヤマジノホトトギス（９月） アケボノソウ（10 月） アサギマダラ（10 月） 



 
 
                      法人化へ向けての準備も着々と進んでいます 
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海上の森の会とＮＰＯ法人化 

ＮPO（特定非営利活動法人）って？ 

「海上の森の会」も設立来５年目を迎

えます。今年の総会で「法人化を目指し

ましょう」と確認されました。この秋（１

１月８日）に設立総会を開催しようと準

備しています。 
設立の準備をしている法人は、法律（特

定非営利活動促進法）の目的にあるよう

に「・・・ボランティア活動をはじめと

する市民が行う自由な社会貢献活動とし

て特定非営利活動の健全な発展を促進し、

もって公益の増進に寄与する」とされて

います。 
 法人化されることで得られる効果も大

きなものがありますが、同時に「伴う義

務」も生じます。ここでは４点について

説明いたします。 
（１） 法人格取得の効果 

①  会計書類の作成や書類の閲覧

など、法に定められた法人運営や

情報公開を行うことにより、組織

の基盤がしっかりとして、社会的

信用が得られやすくなります。 

②  法人名で契約を締結できます。

任意団体の場合、団体名では契約

できないこともあり、契約を締結

する個人が責任を負うことにな

るおそれがあります。 
③  他、法人名で銀行口座が開設で

きることになり、団体の経理が明

確になります。 

（２） 義務 

①  運営や活動について情報公開

をしなければなりません。定款や

事業報告など所轄庁である愛知

県において情報公開されますの

で、事業報告や会計書類を備えて

おく必要があります。 
②  法に沿った法人運営が求めら

れます。 
③  他、法人になることにより、県

民税や市町村税など課税対象に

なったり、人を雇用すれば社会保

険庁に所定の手続きが必要にな

ってきます。 
（３） 法人格の取得要件 

①  営利を目的としないものであ

ること。活動によって得た利益や

資産を社員や役員など構成員に

分配するのではなく、その団体の

目的とする活動に充当しなくて

はなりません。 

②  特定非営利活動を行うことを

主たる目的とする。 

（４） 審査と認可 

活動に関することや役員に関する

ことなど、法律にのっとり厳しい

審査を経て所轄庁より認可されま

す。 

 
 
 

現在は「定款」を中心に「設立趣旨書」

「新年度事業計画書」などを順次検討し

ながら、瀬戸市及び愛知県の担当部局の

指導を受けています。 

ご意見をお持ちの方は事務局又は運営

委員までお寄せください。 

        （事務局・福田澄夫） 

        

 



 
 
 
 

過去と現在を自由に往来しながら海上に親しん

でもらうコーナーです 海上 いま、むかし 
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 ⑦ 瀬戸焼は海上で始まった 

 先回は瀬戸市域の 123 基の古墳の存在を

述べました。山口川流域にその２分の１が

分布し、海上の森の入り口は特に濃密に分

布します。 

灰釉縄手付瓶

広久手 F 

窯跡出土 

 

11 世紀中期 

 

器高 24.6 

 

瀬戸市歴史民俗

資料館蔵 

（現・瀬戸蔵ミ

ュージアム）

 さて、古墳の石室内には当時の支配者の

生活を反映した副葬品が埋葬されています

が、やきものもその一つです。やきものは

須恵器とよぶ朝鮮半島から渡来した技術で

した。古墳から出土した製品の型式から時

代の判断をするのですが、瀬戸市域の古墳

は６、７世紀代の後期古墳時代に位置付け

られているのです。ところが、現在までに

市域からは１基の須恵器窯も発見されてい

ないのです。 
なぞ１ 古墳の副葬品はどこで 

焼かれたか？ 

 瀬戸市域の南方にある日進市の岩崎、三

好町の黒笹地区を中心に半径 10km 圏内に

猿投窯（さなげよう）という古代最大の須

恵器の生産地がありました。この地域から

供給されたと推定せざるを得ません。 
 瀬戸で最初の窯の煙はあいち海上の森セ

ンター内に所在する「広久手第 30 号窯」か

ら立ち上りました。この貴重な窯が発見さ

れたのは万博新駅建設予定地からだったの

ですが、稼働時期が 10 世紀後半代であり、

これまでの広久手 C3 古窯の 11 世紀初頭か

ら半世紀も遡るものでした。 
なぞ２ 最古の窯を焼いた陶工は 

どこからきたか？ 

 日本の正史『日本後紀』の弘仁 6（815）
年に「造瓷器生 尾張国山田郡人 三宅人

乙麻呂等三人 伝習成業准雑生出身」とい

う項があります。これは山田郡（瀬戸市域

も含まれる）の陶工が従来の須恵器より付

加価値の高い新しいやきものを開発して朝

廷に献上したという記録です。広久手 30 号

窯では施釉陶器や緑釉陶器を焼成していま

すが、さしずめ三宅氏の後裔ということに

なるのでしょうか。 

 

 30 号の後、広久手の C 谷から D,F 谷と

順次平安時代の瓷器（しき）、窯が築造され

ます（昭和 30 年代の発掘調査で古窯名をこ

う呼んだ）。広久手 F 窯からは縄手付長頸壷

（重要民俗文化財指定）がほぼ完全な形で

出土しています。C 谷から「百代寺」とへ

ら描きされた碗が出土したため、これは百

代寺古窯と命名されましたが、当時の需要

が朝廷貴族や有力寺院であったことを物語

っています。ところが、この「百代寺」は

どこにあった寺か不明です。 
なぞ３ 「百代寺」はどこにあった 

寺か？ 

 残念ながらいまのところよくわかりま

せんが、やがてきたる中世の六大古窯「古

瀬戸」時代の幕開けでした。 
（山川 一年） 



                    いよいよ始動いたしました！ 

ため池プロジェクト 
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「ため池プロジェクト」 

の立ちあげと課題 

15 号でお知らせしましたように、５月には本

会が主催してきた「ため池勉強会」を解散して、

海上にため池を作ることを目的とする新たな組

織ができました。それが「ため池プロジェクト」

です。第１回運営会議は５月 13 日にあいち海上

の森センター３階会議室で行われました。 

このプロジェクトは、海上の地権者、センタ

ー、海上の森の会が連絡を密にして造成計画を

立て、実行にあたっては三者の取り組みを調整

する役割も担っております。そのため、会費な

どは徴収せず、予算も立てません。必要経費は

センターと森の会が負担することになります。

運営会議への参加者は、地権者、センターと森

の会ですが、森の会では当面、運営会議委員と

ため池勉強会参加者がことにあたります。三者

の連絡調整係としての事務局担当には、地権者

から鈴木保親さん、センターから後藤眞仁さん、

森の会から山田泰司さん、それにため池勉強会

の世話係を務めた伊藤の４名が選任されました。

プロジェクト代表には山川一年さんが選ばれ、

当面のプロジェクト事務局は森の会事務局内に

置きます。 

 

ため池予定地・東斜面 

第２回運営会議は６月 16 日に海上の里とセ

ンターで行われました。海上の里では、まず、

センターの富田啓介さんから植生調査の報告が

ありました。国や県のレッドリストに載ってい

る種は確認できませんでしたが、ケネザサやフ

ジを刈り取り、日当たりをよくすれば、池周辺

に数多くの植物が生育できる環境を整えること

ができるとの指摘もありました。報告の後は、

「下田の水利系統図」をもとに、旧水田と水路、

取水口の現状を現地で確認しました。 

センターでの話し合いでは、貯水施設の水を

利用する「下田」のどの旧水田をどのように活

用するのか、谷田としての「下田」全体の保全、

畦や土手の整備をどうするのか、今年もイノシ

シ害の季節が迫っており、「下田」全体のイノシ

シ柵設置防護柵をどう進めるのか、などが問題

になりました。 

本年度はため池勉強会で話し合い、センター

で造成の予算が付いた通称「うるめき」の旧水

田の貯水施設の設造を予定します。水路を含む

貯水施設の設計、工事日程が決まった段階で、

参加の呼びかけをすることになります。候補地

を取り巻く集水域、水路、灌漑域などの保全や

海上の森全体の保全との関わりにつきましては

次回以降に検討する予定です。 

 ため池造りは、海上全体の保全をどうするの

かという、森の会にとっても設立当初からの課

題と深く関わりますので、これからもじっくり

取り組んでいきたいと思います。会員が参加で

きる作業内容と日程が決まり次第、ご案内を出

しますので、今度とも宜しくお願いいたします。 第 1回運営会議の後、５月 20 日にセンターと

森の会・自然環境調査グループによる候補地の

植生調査が行われ、通称「下田」（弘法堂から

多度神社下の耕地）の水田の水懸かりの状況を

鈴木保親さんよりお聞きし、「下田の水利系統

図」を作成しました。 

               （伊藤良吉） 
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今年度より入会された、新会員さんに記事を

寄せていただきました 

気持ちも新たになりますね 

☆ 会 員 の 声 ☆ 

  

海上の森の会の皆様、始めまして。新しく海上の

森の会に入会致しました、山の神 森の神 石の神 

石神えいじです。 

海上の森とは付き合いが長く、私がまだ小学生の

頃、海上の森は最高の遊び場でした。 

春になるとカエルの卵を取りに池、田んぼへ。バ

ケツ一杯取りました。家はおたまじゃくしだらけ！ 

石神栄治（いしがみ えいじ） 

夏休みになると、真っ白な入道雲とギラギラ照りつ

ける日差しの中を自転車に乗り、毎日海上の森へ通い

ました。 

 

森の小川は涼しく、石の下にはサワガニ

がいます。小川でダムを作って水遊び、特

にクワガタ、カブトムシは、朝早く！？ 

日が昇らない真っ暗な海上の森の秘密の

木に！クワガタがいっぱいいます。 

 

お金で買えない物がここにはあります。自然は、楽し

いと感じてくれました。この豊かな・美しい・きれいな

自然、海上の森を子供、孫、未来に残していきたい。「我がまち 瀬戸をきれいに」を

育んでいきたいと考えています。 

秋はあけびの実。茎（くき）はつるになっています。

他の木に巻き付き、小学生には高い場所の木に登って実

を見つけ、甘い種の多い実ですが最高のおやつです。こ

こには、楽しい思い出がいっぱいです。 

 

海上の森に、娘と遊びに行きました。その帰りに、娘

が「楽しいね。また行きたいね」って言ってくれました。

私、環境についてまだまだ勉強不足です。これから勉強したいと思っております。 是

非、皆様のご指導お願い致します。 



                         各グループの活動報告です、楽しそうですね！         

 

グループ 報告 

☆里のくらしグループ☆ 

6 月 27 日（土）は「わらぞうりづくりとホタ

ル観賞会」。とても蒸し暑い１日でした。準備の

ため午前中より取りかかり、「山菜おこわ」を沢

山用意したため時間におわれっぱなしの一日で

もありました。「わらぞうりづくり」は参加者の

うち１０人くらいの方が頑張っていただきまし

た。なかなか、１足同じ大きさにはできません

でした。また機会がありましたら実施したいで

す。 

 
わらぞうり作りに奮闘中 

海上の里のホタルは山際の遠くで飛びますの

で、手元で見ていただけないのが残念です。参

加者の皆さんのライトにびっくりしたようです。

目視ではゲンジボタルが２０匹くらい、ヘイケ

ボタルが 5 匹くらい飛んでいました。が実際に

はもっと多いようです。（出口 なほ子）              

☆親子で野あそびグループ☆ 

6 月 13 日（土）、「親子で楽しく山遊びの会」

を海上の森センター施設で開催しました。 

 

さぁ！出発です♪ 

参加 18 名にて遊歩道を散策し最古の登り窯

を見学、湿地帯を通り繭玉の広場へ、谷沿いに

はホウの木がたくさんあり、その緑が印象に残

るほどでした。一方広場には巨大なアリ、大き

なナメクジが見つかり話題となりました。休憩

後山道、を上へと進み、丘の上の物見台に到着。

13メートルの展望台からは遠く名古屋駅ツイン

タワーに至る景観に歓声の声もあがりました。

幼児体験フィールドでの予定は昼からの自由参

加となりましたので、近いうちに予定したいと

思います。（鈴木 五男） 

☆森づくりグループ☆ 

 『みんなで手づくり補助看板を設置』 

立ち入り禁止で～す！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

捲き枯らしをしている木  

6 月 27 日朝一番から山に入り、看板の間伐材

を選定・切りだし、軽四トラックで製材所に搬

入する。さあ！！皆でヒノキの皮むきや製材機、

チェンソー、ノコギリで看板作り。船頭も多い

し、漕ぎ手も全員、ワイワイガヤガヤ、ところ

が思った以上に出来上がりが良好だ！皆の顔も

大変満足げで疲れも吹っ飛んでしまった。間伐

実施区域の前に設置して全員でパチリ！！ 

 

 看板前にてピース♪ 
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☆里づくりグループ☆ ４月から６月の活動    24日にはサテライトで説明会とサツマイモの

植付けが実施されました。当日は雨模様となり

ましたが、76 名の参加がありました。センター

からは里山の管理を体験、里山の魅力を知るプ

ログラムの取り組みについてのお話がありまし

た。森の会からは里山での活動を通じて米づく

り、野菜づくりを体験し、自然の大切さ自然の

恵みを感じていただきたいとの言葉がありまし

た。つづいて資料、注意事項の説明があり、そ

の後、畑に移動して 4 畝の面積に 450 本のサツ

マイモを植えました。午後からはエンドウの収

穫があり、各自が両手で持ちきれないほどあり

ました。 

前年度から作業が続いている野菜づくり、耕

地管理は例年通り進められていますが、本年度

は「ため池プロジェクト」の新設、生物多様性

を考える「里の再生教室」が盛り込まれました。

これらはグループが直接関係する事業であり中

心的役割を果たさなくてはならないと思ってい

ます。センターからの委託事業が全面委託とな

り、里山再生の一環として田畑の復元も計画さ

れて進めています。 

 

31 日には第 2 回「里の教室」が開催されまし

た。68 名の参加があり、モチ米の苗を 1 反の田

んぼに植えました。3 歳の幼児をはじめ参加者

がてんでばらばらに植えはじめ、心配したむき

もありましたが、それなりに植えることが出来

てよかったと思います。午後はインゲン、キュ

ウリの種播き、カボチャ植付け、畑の草取りを

実施しその後ジャガイモを掘りを実施し、この

日も両手に持ちきれないほどの出来栄えでした。 

チャマメの種まき 

３月 ７日、には海上川の水路整備から本年度の

活動が始まりました。今月は田畑の耕転、ジャ

ガイモ、玉ネギ、エンドウの植付け、追肥、棚

造り、小屋造りの手伝い等の活動が実施されま

した。 

 

４月 「里の教室」の参加募集が始まりました。

内容は入門者コース、経験者コースで入門者コ

ースは 5 月から 11 月までの間、10 回セットに

て海上の森で農作業体験が実施されます。経験

者コースを選択された方は、個々に専用区域の

作付け及び管理をしながら、入門者コースの指

導をしていただくことになります。 
４日には田畑の耕転、草刈り、畦作り、水路

整備、ナス・ネギ・スイカの植付け、小屋作り

の手伝い等が行われました。 

里の教室で収穫されたスイカ 

６月 ７日には第 3 回「里の教室」が開催され、

67 名の参加がありました。サトイモの畝作りか

ら水はけ用溝堀り、同時に植付け 300 本、キュ

ウリ・チャマメの種播きゴウヤの棚作りが実施

されました。作業後収穫したナスとジャガイモ

を分配して終了となりました。 

５月 10 日には「里の教室」の参加募集が締め

切りとなり、総勢 104 名の参加で開催すること

になりました。お腹の大きな方や 2 歳の幼児か

ら 70 歳代の方と多彩な顔ぶれになりました。 

                                   （鈴木五男） 
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里づくりグループ 7 月～9 月実績と予定 
日程 内容  日程       内容 

7 月 5 日（日） 里の教室・野菜の種播き・収穫・田畑の草取り 23 日（日） 教室.蕎麦の種播き、田畑の草取り、野菜の収穫

  8日（水） 草刈り整備 上田（柿畑） 30 日（日） 里の教室、自主参加日、草取り、ソバ畑整備 

 19 日（日） 里の教室、自主参加日、猪防護柵 9 月 3 日（木） 草刈り、上田（柿畑） 

 22 日（水） 草刈り整備 上田（柿畑） 20 日（日） 里の教室、サツマイモ、野菜の収穫 畑の草取り

 26 日（日） 里の教室.野菜の収穫.田畑の草取り猪防護柵 23 日（水） 里の再生教室、田んぼ再生作業 

 29 日（水） 里の教室、自主参加日、猪の防護柵 10 月 4 日（日） 里の教室、稲刈り、ハサ掛け 

8 月 16（日） 里の再生教室、里の生きもの調査 25 日（日） 里の教室、自主参加日、ソバの収穫 
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運営委員会は傍聴できます  

ご希望の方は事前に事務局までご連絡をお

願いします 

第 58 回～第 60 回運営会議で話し合われた主なこと 

第 58 回運営会議 2009．5．22 

「ため池プロジェクト」第 1 回会合を開催、稲井候

補地の植生調査を実施／NPO 法人化検討委員会の

開催、NPO 法人設立総会 11 月 8 日開催を決定／

愛知県環境部と海上の森保全活動の覚書を締結、ス

ミレサイシンと屋戸湿地の保全を推進／間伐実施

地域でまき枯らし間伐を実施／案内巡視年間活動

計画を策定／多度神社祭礼行事に参加／インター

ネット接続工事完了の報告／海上の森センターか

ら生物多様性 COP10 関連事業｢ふれあい里山再生

事業｣の協力要請について検討／海上の森の会パン

フレット作成の検討 

第 59 回運営会議 2009．6．21 

事務局メールアドレスの設定報告／瀬戸税務署に

「源泉徴収指定事務所」として申請し受理／「ため

池プロジェクト」が海上の里「下田」水路の調査・

確認／海上の森センターと｢ふれあい里山再生事

業｣の具体化について協議／委託事業の｢夏のキノ

コ｣｢水生生物｣｢昆虫｣各調査学習会の応募状況につ

いて報告／6 月 13 日実施の海上の森ツアーの報告

／ログハウス建設の報告／6月13日に親子18名が

参加して野遊び行事を実施／「海上の森入口駐車場」

の夜間駐車禁止と駐車場外灯消灯、「海上の森生物

総合調査」の業者発注、企業連携事業の看板設置に

ついて海上の森センターから報告と協力要請／海

上の森だより 16 号発行について協議／日刊電子新

聞「Daily SANQ」に「海上の森の物語」シリーズ

の毎週掲載を承認／NPO 法人化に関わる 22 年度

事業計画について検討 

第 60 回運営会議 2009．7．19 

農機具倉庫（ログハウス）建設の経過報告／Daily 

SANQ 掲載記事の執筆者確認／海上の森だより 16

号発行日程の確認／NPO 法人化の手続きについて

／6 月 27 日「わらぞうり作りとホタル鑑賞会」の

報告と会計報告／愛知県環境部とシデコブシの保

全整備について協議（8/20 開催）／里作り、森づ

くり活動状況の報告／あいち海上の森センターか

ら「海上の里づくりプラン（素案）」についての説

明／ 海上の森生物多様性検討委員会の設置につい

て／「人と自然の共生国際フォーラム」実行委員会

開催について／あいち自然ネット主催「夏休みたん

けん隊」への参加要請について。（似内信彦） 



 
７月～１０月の行事予定 

7 

月 

25 日（土） 赤松周辺の草刈り  集合:現地（弘法堂前） 

9：00～15：00   持物：昼食・飲料水・手袋（暑さ対策用服装をする） 
赤松の保存のための草刈り 

【森づくりグループ】

対象：会員 

8 

月 

22 日（土） 作業路補修草刈り  集合:現地（弘法堂前） 

9：00～15：00   持物：昼食・飲料水・手袋（暑さ対策用服装をする） 
秋からの入山に備えて作業路の整備を行ないます 

【森づくりグループ】

対象：会員 

 

 

9 

月 

8 日（火）・12 日（土）・19 日（土）・24 日（木） 

       間伐・除伐・枝打ち  集合:現地（弘法堂前） 

9：00～15：00   持物：昼食・飲料水・手袋 
9 月より 3 月迄の７ヶ月は本格作業を行ないます、ケガのないように！ 

【森づくりグループ】

対象：会員 

6 日（日） 生活史調査   集合：里山サテライト 

10：00～14：00   持物：弁当・飲料水・筆記用具 
海上の水利慣行調査と動植物方言調査を行います 

【生活史調査グループ】

対象：会員・ 

10 

月 

3 日（土） 月見の宴  集合：里山サテライト 

15：00～20：30   持物：飲料水・食器・箸  
仲秋の名月を愛でるつどい 夜の集いですので上着を 1 枚用意 

【里のくらしグループ】

会費：会  員 300 円 
家族会員 500 円 
非会 員 500 円 

                                         

海上の森センターからの受託事業 

【海上の森の夏のキノコ】7月 20 日（月）【海上の森の水生生物】8月 2 日（日） 

【海 上 の 森 の 昆 虫】8月 9 日（日）【里 山 も の づ く り】9月 27 日(日) 

                      問い合わせ先一覧 

活動分野 担当 電話＆FAX 

【自然環境調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ】 池藤 0561-87-1691 

【 ツ ア ー グ ル ー プ 】 山本 0561-54-9067 

【生活史調査グループ】 伊藤 0561-84-7044 

【森づくりグループ】 平野 0568-54-9118 

【里づくりグループ】 藤野 0561-83-5734 

【案内・巡視グループ】 鈴木(俊) 0561-21-6374 

【民家保全グループ】 山田 0561-21-2947 

鈴木(五) 0561-84-1376 【親子で野あそびグループ】 

【里のくらしグループ】 出口 0561-83-3470 

【 情 報 グ ル ー プ 】 冬木 0561-84-3935 

【 里 の 再 生 教 室 】 

【 海 上 の 森 ツ ア ー 】 

海上の森

ｾﾝﾀｰ 

0561-86-0606 

F: 0561-85-1841 

【 里  の  教  室 】 

【 里 山 も の づ く り 】 

【 調 査 学 習 会 】 

海上の森

の会 

電話＆Ｆax 

0561-21-9298 

随時入会受付中！ 

ご意見ご感想お待ちしています！ 

森の会への連絡はメール FAX 郵便でどしどしお送り下さい 

e-mail: morinokai2004@kxa.biglobe.jp 

kaisho_satoyama@yahoo.co.jp    0561-21-9298 

 
年会費(4月～翌年3月)  1口 1,000円 １口以上
同居2名以上で家族会員 1口 2,000円 1口以上

賛助会員(個人・団体)大歓迎！ 

口座記号番号  ００８２０－６－１８５６２８ 

加入者名      「海上の森の会」 

編集後記 

いよいよ海上の森にも酷暑の夏がやって来ます。森に

入ってセミの声から元気をもらって夏を乗り切りたい

と思います。会員の皆様のご理解とご協力で県からの委

託事業も順調に進んでおり、感謝をしている毎日です。

事務所に顔を出して下さる会員の方も増えました。ぜ

ひ皆さんも一度事務所をのぞいて下さいね。お待ちして

おります。（中元 恵子） 
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