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収穫感謝祭 

 

                平成 21年 11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、 

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。 
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サテライトで餅つき 

                             

 11月 15日、海上産の収穫物を使った収穫感謝祭を開催しました。参加者はわざ 

わざお出でいただいたあいち海上の森センターのマリ・クリスティーヌ名誉所長 

を始め 200 名余りで、つきたての餅を頬張り、芋煮、手打ちそば、赤飯、焼き芋

などに舌鼓を打ちました。今年はマイ食器のな

い方には会員手製の「竹の器」を購入していた

だきゴミの少量化にも貢献しました。オオタカ

もちょこっと様子を見に来たようです。 
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恐らくいま海上を最も歩いているひとり、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

介し戴いています 

 
海上の森歳時記（１月～３月） 

１月 落葉樹は葉が落ち枯れたように見えますが春

に向け葉や花の準備をしています。ネジキ、シデコ

ブシ、サクラバハンノキ、ヤシャブシ、ゴンズイな

ど個性的な冬芽が見られます。野鳥が数多く見えイ

カル、アオジ、ジョウビタキ、カシラダカ、ベニマ

シコなどが餌を探しています。下旬にはヤマウグイ

スカグラ、アセビ、マンサクなどが森で、オオイヌ

ノフグリ、タネツケバナなどが野で咲き始めます。 
２月 一年中で一番寒い時期でルリビタキ、ツグミ、

シロハラなどが餌を求めて山から降りてきます。 
中旬以降暖かい日にはテングチョウ、キタテハ、ル

リタテハ、ムラサキシジミなどのチョウ、マメヒラ

タアブ、オオハナアブなどの昆虫が見られます。下 

旬にはダンコバイ、サクラバハンノキ等の木の花が、 
スズカカンアオイ、ショウジョウバカマ、ホトケノ

ザ、ハルリンドウ、ミドリハコベなどの草花が咲き

出します。 
３月 ウソが木々の冬芽を食べに現れ、ウグイス、

シジュウカラ、ヤマガラなどがさえずり始め、エナ

ガは巣を作り始めます。クロモジ、ヒサカキ、バッ

コヤナギ、イヌコリヤナギが咲き、キチョウ、モン

シロチョウ、ベニシジミ、コツバメ、ミヤマセセリ、

ビロウドツリアブなどが飛び始め野山が賑やかにな

って来ます。シデコブシ、コバノミツバツツジ、オ

オカメノキが咲き出すと本格的な春到来です、友人、

ご家族など連れ立って自然の息吹を感じながら海上

の森を楽しみましょう。 

   
     ヤマウグイスカグラ（１月）  イカル（1 月） サクラバハンノキ（2 月） 

   
      ルリビタキ（2 月） シデコブシ（3 月） ウソ（3 月） 
 



ナラ枯れと海上の森での 
対策について 
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あいち海上の森センター 

  所長 三輪 公夫 

海上の森の北東部、塩草町、宝ヶ丘町などから海

上の森にかけて、茶色く枯れたコナラ、アベマキが

夏以降急に目立つようになりました。いわゆる、カ

シ・シイ類が集団的に枯死する「ナラ枯れ」です。

この原因は、カシノナガキクイムシと言う体長５ｍ

ｍほどの円筒形の小さな虫が、コナラなどの樹幹内

に穿孔するとき、自分の体に付けて伝搬するナラ菌

（ラファエレア・クエルキボーラという糸状菌でカ

ビの一種）が、穿孔部周辺の樹体内へ増殖し、その

際樹木の防御反応でできた生成物が、枝葉まで水を

運ぶ道管を塞ぎ、水涸れにより枯死に至るものです。 

カシノナガキクイムシは１９２１年に発見され

ましたが、被害が拡大しだしたのは１９９０年頃か

らです。この虫は、光に対して飛び、自身ではあま

り飛べませんが風に乗り遠くに運ばれることもあ

ります。夜明けから２時間、気温が２０℃以上のと

き活動します。大径木を好み、地際から４～５ｍの

高さまでの幹部を集中的に穿孔します。虫は、自ら

持ち込んだナラ菌を樹幹内で培養し、その菌を食べ

て生活する共生関係にあります。太い幹を選択する

理由は、長い孔道をつくることができること、含水

率が高く維持されやすく、共生菌であるナラ菌が繁

殖しやすいためとのことです。 

カシノナガキクイムシの生活環は、６月以降に雄

がまず穿孔し、木くずを排出する。同時に他の雄・

雌を誘引する集合ホルモンを出し呼び寄せ、そして

マスアタックを引き起こす。雄が穿孔している孔道

に雌が飛来すると交尾が行われ、交尾後数日で数個

の卵を産み、何回でも産卵する。産まれた卵は２週

間で幼虫となり、親とともに孔道を拡張し、翌年の

６～９月にかけて孔を逆もどりして脱出していき、

他の樹木へ飛び移り穿孔を繰り返します。１孔道か

ら７０匹以上が脱出するとのことです。 

防除は、①樹幹へ薬剤を注入する。②チップ化し

て細かく粉砕する。③脱出を防ぐ防虫網やビニール

を巻く。④孔にプラスチックの楊枝をさす。また、

被害を未然に予防する方法として、①樹幹へ薬剤を

注入する。②虫の穿孔を防ぐため幹にビニールを巻

く。③幹に粘着材を塗るなどがありますが、いずれ

にしても手間と経費が掛かります。センターでは、

昨年カシノナガキクイムシの脱出を防止するため、

被害立木の幹に農業用のビニールを巻いたり、伐倒

してから幹部分をビニールで覆いました。効果は、

ある程度の脱出は阻止できたものと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カシノナガキクイムシに穿孔され、全ての樹木が

枯れる訳ではありません。枯死率は、昨年の夏に海

上の森入り口駐車場奥の被害区域において、海上の
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森の会の寺岡、平野氏らと一緒に調査した結果では、

穿孔木１００本のうち夏以後に１５本が枯死に至

りました。樹幹の年輪に沿って全周にわたり穿孔さ

れ、ナラ菌が蔓延して、通水を妨げると枯れますが、

一部蔓延しない部分があると穿孔されても枯れま

せん。 

このような生存した樹木は翌年には虫の攻撃を

受けにくくなるとのことです。これは、樹幹内の水

分条件が悪くなっていたり、ナラ菌の増殖養分が少

なくなっているためとのことです。 

昭和５３年頃から顕著になったマツノマダラカ

ミキリによる松枯れ被害は、カミキリが枝を食害す

るとき、保菌していたマツノザイセンチュウが樹脂

道内に入り、樹体全体に蔓延することにより、ほと

んどの松が枯れました。これに対して、ナラ枯れは、

ナラ菌の増殖が穿孔された孔部の周囲にとどまる

こと。また、カシノナガキクイムシがあまり細い木

には穿孔しないことから、枯れる程度は松枯れ被害

よりかなり少ないと考えられます。 

防除方法で、おもしろいものは、毒をもって毒を 

制すると言いましょうか、京都の主原先生が提唱す

る樹幹の半面にビニールを張り、他の半面は虫の穿 

 

 

 

 

 

 

 
↑オスの成虫       メスの成虫↑       

孔を許すことで、予防接種のワクチンのような働き

をナラ菌にさせ、人為的に穿孔生存木の状態をつく

り出し、翌年に再度の穿孔を防ぐものです。京都の

東山で効果をあげている成功事例が報告されてい

ます。 

今後の海上の森での防除対策ですが、歩道などか

ら近く危険なものや遊歩施設内のもの、修景上必要

なもの、これらの被害木は伐倒防除していきます。

また、予防に重点を置いた主原方式も試行していき

たいと思っています。更に、守るべき樹木は、予防

措置を取っていきたいと考えています。 

そもそも、ナラ枯れが蔓延するのは、里山の手入

れがされなくなり、コナラ類が大径木化したことか

ら、カシノナガキクイムシの攻撃を受けやすくなっ

たとも言えます。ナラ枯れは生態的には大きくなり

すぎたコナラの次世代への更新が促進されるとの

見方もありますが、枯れて倒れた空地に、次のコナ

ラ類が成立するよう下層の常緑樹を除伐するなど、

現地の状況をみてきちんと更新されるよう手入れ

を講ずる必要があると思います。（寄稿） 

 

 

  

 

 

        

 

 

↑メスの前胸 
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海上 いま むかし 

＜カシノナガキクイムシの生活環＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

⑧猪と向かい合って１０年 Ⅰ 

 猪が作物を食い荒らし被害をこうむってい

る。里山の農家にとっては、対策に追われ金銭

的にも、大きな負担となっています。私が子供

のころ猪は山奥にねぐらがあり、食べ物が少な

くなるお盆を過ぎた頃に山郷に出没し、稲穂と

か、薩摩芋が狙われました。現在は里山近くを

離れることなく住みつき、物食しているので、

年間を通して被害が絶えません。 

猪は雑食性であり口に入るものは、何でも食

べますが、親の食べるのを見て子が真似をし、

食べられるものを覚えます。3年前の夜のこと、

防護柵（トタンと針金）を突き破って入った猪

は、目の前にある稲穂には目もくれず、畦道を

通って畑に向かい。成熟していない真っ青の柿

が標的となり、背の届くところは食べつくされ

ました、10日後には突き破ったところから 40m

位離れた平坦地の防護柵（ワイヤーメッシュ上

下 2枚合わせ高さ 1.5m）を越えて進入し、その

ときも、田んぼを素通りして畑に向かい、柿の 

木の幹に体当たりをし、枝を引きちぎり、柿

は全滅となりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    オリに捕獲されたイノシシ 

猪の食害は一時期少なかったが、東海環状自

動車道路の建設が始まると再びめだつように

なり、平成 12 年から再び猪被害に悩まされる

ようになり、毎年知恵比べの連続です。採算無

視で、何とか防護柵からの進入「ゼロ」に食い

止めることは出来ましたが、日々学習して、

年々賢くなる猪は、今なお柵の周りを掘り返し

ており、予断を許さない状況ではあります。     

（鈴木 五男）                

 

6 月 

木の穴から成虫が脱出 

ナラ菌も運ぶ 

7～9 月 

交尾～産卵 

ナラ菌も同時に植え付け 

さなぎ→成虫 

 ナラ菌 

成虫 

幼虫 穿孔 

坑道内でナラ菌繁殖（ナラ菌が成

虫・幼虫のえさ） 

 

新しい木に穿入 

秋～冬 

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 



ため池プロジェクト  
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「ため池プロジェクト」報告  

 

第２回ため池プロジェクト運営会議を終え（会報

16号で報告しました）次回運営会議は、センター発

注による業者の簡易ため池予定地ボーリング調査

とそれを基にした設計プランができた段階で開催

することになりました。 

８月になって、あいち海上の森センターより、予

定している「うるめきの池」（簡易ため池）の水で

灌漑することになる「下田」を当面、水田・湿地・

草地に区分して管理する「海上の里づくりプラン図

（素案）」が示されました。それを受けて里づくり

グループでは、「下田」放置部分の現状を 1筆ごと

に調べ直し、管理区分の代案が提示されました。８

月 24日には、森の会の臨時運営会議でも「下田」

保全の理念について検討され、「「下田」の活用と保

全（第 1案）」と「海上の里づくりプラン図（代案）」

ができました。さらに、９月 17日にはこの代案の

図を自然環境調査グループが中心となって再検討

して代案の第２案がまとめられました。 

臨時会議で確認された海上の森の整備・保全は、

森林・農地の整備・保全従事者（維持管理者）、灌

漑用水等が十分満たされれば、海上の人びとが海上

の自然と向き合い、持続的に活用し築き上げてきた

土地の利用法を最大限生かすということでした。

「下田」についていえば、1960年代に全域が放棄さ

れるまでは、水田として利用されてきたのですから、

耕作者と灌漑用水が充足されれば、全域を水田とし

て保全することが望まれます。しかし、灌漑用水が

完全に充足されない現状では、将来の水田化を考慮

しつつ、季節的に変動のある水を利用する現実的な

案を立てなければなりません。これについても、た

め池プロジェクトの次回運営会議で検討すること

になりました。 

センターは、８月 25日にため池づくりプランの

設計を愛知県土地改良事業団体連合会に発注し、予

定地の現状確認、ため池堤体の芯にするハガネツチ 

（海上ではアカツチといっています）層の調査、た

め池予定地のボーリング調査を行い、設計のための

検討を重ねてきました。10月にはいって業者による

設定案がまとまり、第３回運営会議が 10月 20日に

行われ、ため池の設計・工事の基本方針について検

討されました。 

 

      ハガネ土の調査 

ここでは、①ため池堤体の高さと幅、②ため池の

水深、③ため池の法面、④ため池の保全に欠かせな

い余水吐、⑤取水設備、⑥堤体の安全性、⑦本体の

芯となるハガネツチの必要量と所在、⑧浚渫残土の

処理、⑨運搬路、⑩散策者の安全対策について、逐

一活発な意見交換が行われ、その結果、設計変更箇

所がいくつか出てきました。設計業者には設計変更

図（案）を作定してもらい、細かい詰めがあること

と設計期限が迫っているため、センター、設計業者、

地権者とため池プロジェクト事務局、海上の森の会

事務局で再検討することになりました。第４回運営

会議はその段階で日程調整をします。「下田」の活

用と保全についての具体的な検討は、今回は時間が

なくてできませんでした。「下田」の保全活動は長

期にわたることですので、これからも、折あるごと

に、検討し、じっくり取り組みたいと願っておりま

す。 （伊藤良吉） 

 去る 11月 19日にセンター・地権者・森の会事

務局による設計変更案の協議現地説明会が実施さ

れました。 



グループの活動報告 
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各グループの活動報告です、楽しそうですね！ 

「里の教室」の平成 21年度の作業報告 

回数 実施日 天  気 作   業  内  容 生徒数 ｽﾀｯﾌ数 

1 5月 24日 曇 説明会、サツマイモの植付け 65 人 10 人 

2 5月 31日 雨のち曇 田植え 57 人 14 人 

3 6 月 7 日 晴 里芋の植付け、溝掘り、雑草取り 53 人 13 人 

4 7 月 5 日 曇 水田・畑の草取り、黒豆の播種、スイカ・ナスの収穫 58 人 9 人 

5 7月 26日 晴のち曇 里芋の草取り・施肥・土寄せ、ワイヤーメッシュの運搬 44 人 10 人 

6 8月 23日 晴 ソバの播種、秋ジャガ植付け、ナスの剪定 55 人 12 人 

7 9月 20日 晴 田んぼのヒエ取り、サツマイモの収穫 61 人 13 人 

8 10月 4日 晴 稲刈り 57 人 15 人 

9 11月 1日 曇のち雨 里芋の収穫 34 人 11 人 

10 11月 15日 晴 収穫感謝祭 参加者 204 人 

☆里づくりグループ 

グループの主な活動は 11月 15日の収穫感謝祭を

残すのみとなりました。今年は登録されたスタッ

フが 29 名と昨年に比べ 5 割増え、充実した「里

の教室」が開催できたと思います。 

今年から全面委託となり、チラシや資料作り、生

徒の募集、出欠の管理等々全ての活動にきめ細か

な対応が出来たと思います。これらの対応できた

のは事務局二人の働きがあったからで感謝して

います。教室の結果は別表の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柿畑の竹や笹の伐採 

もうひとつの活動が畑地の整備です。グループと

して取り組んだのは初めてのことです。特に上田

地区の柿畑に密生していた竹や笹、柿の木に絡み

ついた蔓を 4回も刈りはらいました。その結果柿

の木々に日光が差し込むようになり、たわわに実

った海上名物の富士柿が収穫できました。収穫感

謝祭後に反省会を開き来年に備える予定です。  

                                     

全員で脱穀中 

この他に、自由に参加できる自主参加日を設け作

業を行いました。その結果、もち米 5表（300 ㎏） 

さついも・里芋それぞれ（300 ㎏～400㎏）と平 

 

さ 

 

年以上の収穫となりました。一方ソバは台風 18 

号の強風で倒れ、がっかりです。 

 

８月、9月の水不足と自然には逆えませんでした。 

                           収穫を迎える富士柿 



                         8 
 

☆里のくらしグループ 

＜お琴の演奏と月見の宴＞10 月 3 日（土） 
雲一つない素晴らしいお月見でした。多数の参加をお

迎えし無事終了しました。今年は子供も 10 人位来て

くれました。今年は初めてお琴の演奏をお願いしまし

た。昨年の津軽三味線とは少し趣が違いましたが最後

は全員で「荒城の月」を合唱しました。 

 
 
 
 
 
 
 
☆自然環境調査グループ 

  グループの定例調査日は毎週木曜日です。警

報レベルの悪天候以外は入口駐車場 AM９：３０集

合で年間を通して活動しています。 
 森の会設立以来継続してきた動植物の観察も満

５年を経過しました。この間、自然環境の変化をつ

ぶさに記録してきましたが、今後も継続して観察調

査を行います。今年からは愛知県自然環境課と覚書

を交わし、特別地域内の希少植物保全にも取り組ん

でいます。 

      
又、環境省による環境情報の変化を全国レベルで

長期継続把握するための調査観察活動「モニタリ

ングサイト１０００」（日本自然保護協会委託事 
 

業）にも登録参加し「コアサイト」として活動し

ています。 
 「自然観察とは発見の喜びを求めて行われる自然

の中での知的レクリエーションである」と云う人も

います。会員の皆さん！是非ご一緒に海上の森で発

見の喜びを味わいませんか。定例調査日はアポ無し

でどなたでも参加できます。お待ちしています。 

   
   可憐な花をさかせるスミレサイシン 
☆親子で野あそびグループ 

 ＜里山で竹あそび＞9 月 26 日（土） 
 海上の竹を利用した竹細工で遊ぼうという企画

でした。あらかじめ森の会会員が竹林から竹材を切

りだしておきました。当日は定員 30 名のところ 91
名の親子が参加され、竹の水鉄砲・竹馬・竹トンボ

などを作って楽しみました。 

        
 ＜里山で竹の音楽会＞10 月 31 日（土） 
 瀬戸の「親子劇場」から竹で作った楽器の音楽会

開催への協力要請があり、海上の竹を利用した楽器

作りを行ないました。当日はインフルエンザで欠席

者もありましたが親子で 43 人が参加しました。タ

テ笛・ヨコ笛・クサ（竹）笛やタントン（太鼓）タ

ンバリンなどを作って楽しみました。（鈴木 五男） 

            
 



弟61回～第64回運営会議で話し合われた
主なこと 
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事務局より 

 
 
第 61回運営会議 2009.8.16 

地元住民による海上の里の看板への対応協議／あい

ち自然ネット行事参加の報告／海上の森生物多様性

検討委員会オブザーバｰ参加の報告／里の再生教室の

報告／海上の里づくりプラン現地検討会の報告／受

託事業｢海上の森の水生生物学習会｣｢里の教室（野菜

の収穫）｣実施状況の報告／各グループ報告／NPO 法

人設立後事務局にホームページ作成移管を検討／海

上の森ｾﾝﾀｰの連絡①市道沿いの危険な樹木の枝打ち

伐採を検討／企業連携 KDDI 林業体験の指導要請の

報告／NPO 法人に係わる定款･設立趣旨書の検討 

        

第 62回運営会議 2009.9.20 

受託事業「里の教室（サツマイモの収穫）」実施状況の報

告／日本福祉大学同窓会、こどもエコクラブ「自然の学

校」案内の報告／各グルーフﾟ報告①スミレサイシン保全

について愛知県自然環境課と協議② 

海上の森ツアーの報告／海上の森センターの連絡①製

材小屋の進捗状況②人と自然の共生国際フォーラムへの

協力要請／パソコン会計ソフト購入、ログハウス移築の報

告／海上の里づくりプランに係わる海上の森の会検討案

の提示（後日検討）／NPO 法人海上の森の会設立総会

議案の審議／日本自然保護協会紹介の「生物多様性の

道プロジェクト」に参加を決定 

第 63回運営会議 2009.10.18 

ため池プロジェクトの経過報告／受託事業「里の再生

教室」「海上の森の秋のキノコ学習会」「里の教室」「森

の素材を使ったものづくり教室」実施状況の報告／

KDDI、南山小学校、尾西地区高校生物研究会案内の

報告／「交流フェスタ 2009in パルティせと」出展の

報告／各グルーフﾟ報告①竹細工を実施②琴の演奏と 
 

 
 
月見の宴を開催／海上の森センターの連絡①人と自

然の共生国際フォーラムヘの協力要請②カシノナガ

キクイムシの対策／間伐作業時の物損事故弁償につ

いて協議／NPO 法人海上の森の会 
設立総会準備について協議／豊田自動織機・ナゴヤキ

ャッスル・全労済林業体験指導協力について 
 
臨時運営会議 2009.11.1 

NPO 法人海上の森の会に係わる事業計画案・予算案・設

立趣旨書･定款等について最終チェック 

特定非営利活動法人海上の森の会  設立総会 

2009.11.8 

パルティせとにおいて設立総会を開催し、「特定非営利活

動法人海上の森の会」を設立した。 

 

第 64回運営会議 2009.11.14 

受託事業「里の再生教室」「海上の動物学習会」「里の教

室」実施状況の報告／昭和シェル OB 会案内の報告／各

グループ報告①収穫感謝祭について②海上の森ツアー

実施の報告③サテライト物置小屋の建設④瀬戸市竹の音

楽会参加の報告⑤シデコブシ保全の植生調査／NPO 法

人海上の森の会設立総会懸案事項の修正について  

 

 

 
 
受託事業や会の自主事業など大忙しの時季を迎え

ていますが、一つ一つの企画を着実に進めています。

調査学習会や森づくり事業・里の教室などスタッフが

不足しているのを実感しています。来年度はスタッフ

の拡充など受け入れ態勢にも力をいれたいと思って

います。自然観察や、間伐作業、農作業に少しでも興

味ある方の参加をお待ちしています。 
（福田 澄夫） 

 

 運営会議は傍聴できます。ご希望の方は事前に事務局までご連絡をお願いします。 
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12 

月 

27日(日) 正月準備と里山サテライトの大掃除 集合:里山サテライト 

9：00～15：00   門松づくり、お鏡さんづくり、御御砂(おごずな)まき  

持物：飲料水・食器・箸・手袋 （年末の大掃除です、よごれても良い服装で） 

【里のくらしＧ】 
会費：会 員：300円 

家族会員：500円 

非会員：500円 

5日(土)・8日（火）・19日(土)  間伐・除伐・枝打ち 

9：00～15：30  持物：昼食・飲料水・手袋  集合:現地（弘法堂前） 

【森づくりＧ】 

対象：会員 

 

 

1 

月 

10日(日)  お正月行事とどんど焼き   集合:里山サテライト 

10：00～   鏡ひらき・二日のトロロ・七草粥 

持物：飲料水・食器・箸 

【里のくらしＧ】 
会費：会 員：300円 

家族会員：500円 

非会員：500円 

9日(土)・12日(火)・16日(土)・26日(火) 間伐・除伐・枝打ち 

9：00～15：30  持物：昼食・飲料水・手袋  集合:現地（弘法堂前） 

【森づくりＧ】 

対象：会員 

2 

月 

6日(土)・9日(火)・20日(土)・23日(火) 間伐・除伐・枝打ち 

9：00～15：30  持物：昼食・飲料水・手袋  集合:現地（弘法堂前） 

【森づくりＧ】 

対象：会員 

3 

月 

6日(土)・9日(火)・20日(土)・23日(火) 間伐・除伐・枝打ち 

9：00～15：30  持物：昼食・飲料水・手袋  集合:現地（弘法堂前） 

【森づくりＧ】 

対象：会員 

                                         
                      問い合わせ先一覧 

問合せ活動 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 

【親子で野あそびグループ】 鈴木(五) 0561-84-1376 

【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！ 

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！ 

ゆうちょ銀行口座記号番号 ００８２０－６－１８５６２８ 
加入者名      「海上の森の会」 

編集後記 

海上の森の会が特定非営利活動法人(通称ＮＰ

Ｏ)に移行することになります。今回の「海上の

森だより」と同封で資料をお届けします。 

海上の森もこれから厳しい冬に向かいますが、 

それは春遠からずの季節でもあります。 

時節柄、健康に留意されご自愛下さい。（山川） 

 

12 月～3 月の行事予定 

海上の森センターからの受託事業 

【里山ものづくり】１２月１２日（土） 
【里山ものづくり・竹炭焼き】Ｈ２２年１月２３日（土）～２４日（日） 
 

  

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.ne. jp 

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

 




