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平成２２年３月発行 

里山の春だよ♪ 

 

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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日本の春は卒業式の季節です。それぞれの巣立ちのドラマがあります。卒業は同時に次のス 

テージでの始まりでもあります。「海上の森の会」は 2005 年国際博覧会の海上の森会場が発 

表されたことがきっかけとなって誕生した。そして 5年間の活動を積み重ね、4 月からは 

                  あらたな「特定非営利活動法人 海上の森の会」の 

活動に引き継がれます。4月 29 日（木）の総会には 

一人でも多くの会員の皆さんの参加をお願いします。 

 
海上の森の会 会長 山川 一年 
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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山本征弘さんにこの時期 

の海上の魅力を紹介していただいています。 

 

海上の森の歳時記（４月～６月） 

４月 
シデコブシの花が終わりコバノミツバツツ

ジが咲き出すと三角点付近ではギフチョウが

飛び始めます。森の中ではハナイカダ、ウワミ

ズザクラ等が咲き出し、里ではヘビイチゴ、ミ

ツバツチグリ、タチツボスミレなどの草花が増

えて来ます。ヤマトシジミ、ベニシジミ、コチ

ャバネセセリ等が花の蜜を吸っています。 
５月 
木々の新緑が目に映えるようになるとオオ

ルリ、キビタキ、サンコウチョウ等が来て営巣

を始め美しいさえずりが聞こえます。ウツギ、 

 
タニウツギ、イボタノキにはクロアゲハ、ジャ

コウアゲハ等が蜜を吸う姿が見え、シオヤトン

ボなどのトンボも現れます。道端にはヤマハタ

ザオ、シライトソウ、タツナミソウ等の可愛い

花が増えて来ます。 
６月 
ササユリ、オカトラノオ、イチヤクソウ、エ

ンシュウムヨウラン、ジガバチソウなどの草花

が増え、イチモンジチョウ、ミズイロオナガシ

ジ等の綺麗なチョウが蜜を吸っています。湿地

ではハッチョウトンボやトウカイコモウセン

ゴケが見えます。森の中ではコアジサイやヤマ

アジサイが咲き梅雨空に良く似合います。 
                            

   
   ４月：ハナイカダ      ５月：オオルリ     ６月：ヤマアジサイ 
 

   

   ４月：ベニシジミ     ５月：タニウツギ     ６月：ササユリ 
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海上の森の会が誕生して早くも６年が過ぎまし

た。設立当時は愛知万博の開催前であり、愛知県の

関与も多分にあった団体としてスタートしたこと

から、その時以来、私も随分と関係させていただき

ました。 

 
   

 愛知万博後、あいち海上の森センターが設置され、

県と会との結びつきは更に深くなり、両輪となって

企画や事業が進展してきました。その間には、当然

ながら議論もあり、衝突もあり、食い違いもあった

りしましたが、運営委員さんの良識ある判断や真摯

な活動により、試行錯誤を繰り返しながら、今日に

至る基礎が築かれました。 

 古民家の再生を始めとして、里の教室、年中行事 

の復活、イノシシ対策やため池調査などは協働で進 

めた取組の象徴であり、里山再生の本質的な活動で 

もありました。 

 今後、あいち海上の森センターは、外部への委託

事業の増加や人員削減などにより、その機能が限定

的なものになっていくことが懸念されることから、

会の活動はますます多様化が求められ、その重要性

も高まってくると思います。 

新しく NPO 法人としての再スタートを切る“新 

生「海上の森の会」”には、海上の森を保全活用し

将来に引き継ぐための大きな期待がよせられ、また

責任も加わるものと思います。これを機に、会がそ

の裾野を一層広げられ、活動に加わる会員の増加を

図られることにより、海上の里で繰り広げられる里

山再生の取組が深く進化、発展し、永遠に海上の森

が私たちの身近な里山として息づいていくものと

確信しております。そのことを心から念願し、強く

期待しております。そして、そのために少しでもお

役に立ちたいと考えているところです。 

     （前あいち海上の森ｾﾝﾀｰ長 浦井 巧） 

 

 
私は、森の会が発足する前から非力ながら今日ま

でお手伝いさせていただきましたが、その間いろい

ろなことがありました。森の会では、里の教室はと

もかくあらゆる活動に参画してきました。特に「里

の教室」は海上の森センターが一般募集して、県内

のあらゆる所から応募され、参加された様々な人た

ちで賑やかでした。その中には発足当時から参加し

ている方々がおられ、作業態度も前向きで頼もしく

思っています。最近は里山の管理の拡大に伴い一部

の会員の負担が大きくなり、この先が案じられます。   

私も、地権者の一人としてこの地で長年農業をや

ってきましたが、年齢的にも無理のきかない身体に

なってきて両立がかなり厳しくなり、卒業する時期

が近づいてきたなと最近つくづく感じるようにな

りました。海上の森の会も新年度から「NPO 法人」

として生まれ変わり、これからが正念場だと思いま

す。                           （鈴木 俊憲） 

  

 

 

海上の森の会を想う 

海上に春を告げるシデコブシの花 

森の会と私  
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海上に万博の嵐が吹き荒れた。田畑を手放す人が

出てきた頃、庭先から下方の風景を眺めると一面荒

れ放題で、言葉では言い尽くせないほど寂しかった

ことを覚えています。この地に嫁いで、この地に縁

ができた私ですが、私にとって海上の森は、心を癒

される場所になっていたのです。 

荒れていた田畑を、少しずつでも復元しようとい

う話を聞き、飛びついて参加しました。私なりに無

我夢中で取り組み、１年１年があっという間に過ぎ

去りました。色々な出来事がありましたが、まず一

番に思い出されることは、古民家の取り壊しです。

あの時は皆の気持ちがひとつになり、着々と目標に

向かって進められ、汗だくで頑張ったことが、鮮明

に思い出されます。 

 

 

 

 

 

 

 

「海上の森の会」ができて早くも五年が過ぎ、そ

の間私はおもに里づくりに参加してきました、里の

教室では土に触れたことのない多くの皆さんに農業

の楽しさを知ってもらいたいという思いと、子ども

たちにも農業を通して心を育ててほしいという願い

をもって取り組んできました。「野菜が嫌いだった子

が食べられるようになったよ」とか「里の教室で取

れた野菜は味がバツグン」等々、聞くたびに、元気

をもらいました。地元では時として理解できない行

動が見られることもあり、本当に悲しいことです。

会員の方をはじめ多くの方々の思いですばらしい自

然を残し、暮らしある里山再生が甦りつつあると思

います。伝統文化を継承し持続可能な里山づくりに

向け貢献していきたいと思います。（鈴木 志津子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まいの近くにあり、心身がリフレッシュできる

森林浴スポット、海上は私にとってそのような思い

の場所でした。 

田舎ぐらしの経験のない私が「海上の森の会」が

設立され、いろいろな行事に参加していく間に海上

への思いが変わってきました。 

お正月の準備で門松づくりと一緒に家に正月の

神様をお迎えするためのオコズナマキ、おひなさま

にお供えするオコシモンなど、今まで見聞きしたこ

とのない風習は新鮮であり驚きでした。 

地元の方々を中心に行う１年の行事はドンド焼

きに始まり、おひなさま、五月節供、十五夜のお月

見、収穫感謝祭、正月準備等々があり、餅つき、そ

の時々の郷土料理作り、食事をしながら行事や献立

の由来、風習などを聞くことなどは有意義なひと時

でもありました。 

幼児や若い人たちが経験者に教えてもらいなが

ら楽しそうに作業している光景はほのぼのとして

いて、人と人との交わりの温かさと大切さを感じま

した。これからも海上の伝統文化を若い人たちに伝

えるとともにやすらぎを感じることのできる海上

であって欲しいと願っています。   （藤野 悦子） 

思 い出 に浸る  

海 上へ の想い  

おこずなまき 

里山サテライト（語り部の家） 
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 「海上の森の会」は、2005 年国際博覧会の海上

の森会場計画が発表されたことがきっかけとなっ

て誕生した。そして５年間が経過し、４月からは

新たな「特定非営利活動法人 海上の森の会」の

活動に引き継がれることになる。この間、会報と

して発行されてきた「海上の森だより」も今回の

第 18 号を最後に新しい会の会報にバトンタッチ

される。そこで、「海上の森だより」を通して、会

のあゆみをふりかえってみよう。 

  
 

 

海上の森の会の誕生 

 国際博が海上の森を主会場とすることが発表さ

れると、様々な賛否の声が挙がりそして諸団体の

活動が展開された。その中に海上地区の住民から

「ここに住んだ人々の歴史を残すべきではない

か」という声もあった。そこで「海上町の生活誌

編纂プロジェクトチーム」（伊藤良吉ら５人）が組

織され、４年間の調査の末『海上町の生活誌 海

上の自然とくらし』（平成 16 年２月、県国際博推

進局）を発刊した。 
この間、海上に残る数軒の民家が調査され、そ

の中で旧鈴木俊憲邸の保存問題が浮上した。「１世

紀近くも海上の里で人々と暮らしを共にしたこの

古民家を残したい」という声から、平成 15 年３月

に「海上古民家再生プロジェクト実行委員会」（会

たこの運動は輪を広げ、同年夏には多くの市民ボ

ランティアも参加して解体作業が始まった。愛知

県もこの古民家を「里山学びと交流の森づくり」

拠点にすべく積極的に支援し、現在のサテライト

施設が復元された（『海上古民家再生プロジェクト

の記録』平成 16 年２月）。参加した人 147 名。 
 国際博が始まる３ヶ月前の平成 16 年 12 月 23
日設立総会、「海上の森の会」（会長木村光伸）は

誕生した。その核となったのが、この古民家再生

プロジェクトにかかわった人たちであった。 
 
森の会の活動 

 その設立に際して「私たちは、海上の森のもつ

自然の価値を損なうことなく、海上に生きた人々

の歴史を忘れることなく、自発的な県民の取り組

みを通して海上の森の自然を守り、海上ならでは

の里山文化を創生し、県民が多様な自然観を並存

しつつ、協働して、都市近郊にのこされた自然と

持続的に関わりあえるような地域づくりを目指し

たい」と宣言した。その趣旨にのった「生物季節

調査」「ツアー企画」「アカデミー」「森づくり」な

ど現在につながるグループが組織され多様な活動

を展開してきた。国際博覧会の中でも、「海上の森

シンポジウムー愛知万博の成果を」や「古民家再

生の取組み」の発表、瀬戸会場での様々な活動を

行い、森の会の存在を世に知らしめたのである。 
○ シンポジウムの記録 
「海上の森シンポジウムーいのちの森を伝え

続けよう」平成 17 年 12 月１日、記念講演「生

活の再生としての里山保全活動」（鬼頭秀一東京

大教授）とパネルディスカッション 
「海上の森シンポジウム２００６」平成 18

年 12 月 23 日、記念講演「里・人・水辺―水が

生まれる海上の里山」（國村恵子水辺研会長）と

パネルディスカッション 
「海上の森シンポジウム２００７―海上の自

然とシデコブシ」平成 19 年 12 月 16 日、特別

講演「東海地方の植物の特性とその地史的背景」

（広木詔三名古屋大教授）・現地報告「瀬戸地域

のシデコブシ」（日比野修・柴田和平）・研究報

告「海上の森におけるシデコブシの保全を目指

愛知万博にて発表しました 
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した基礎研究」（戸丸信弘・西村尚之）とフリー

討論 
○ 学びと交流のつどい 
第２回定期総会（平成 18 年３月）で「国営瀬戸

海上の森里山公園構想をすすめる連絡会」の事業

を受け継ぐ形で約 100 万円の寄付を受けて特別基

金化。また同年、海上の森における県民主体の里

山保全活動の実践が認められて「自然環境保全活

動モデル事業」に採択されたのである。この年か

ら森の会事務所が「あいち海上の森センター」内

に移された。 
会の活動で重要視したのが「学びと交流のつど

い」であった。多彩な各グループ活動と情報の共

有化のため月１回の講演・環境美化・年中行事へ

の参加などを行事化、これが後に「ため池勉強会」

（平成 18・19 年）を結成させ、それが発展した

「ため池再生プロジェクト」（平成 21・22 年）を

生んだのである。 
○ 委託事業の拡大 

 当初は 200 名余の会員組織の会費のみでボラン

ティア運営されてきたが、事業の拡大と事業費の

増大、運営の一部会員への過重負担なども顕著と

なった。海上里山の耕地管理が会委託（19 年度）

となったことから県事業の委託化が進んだ。同 21
年度には「里の教室」「海上の森で学ぶ」「里山の

ものづくり」の受託、翌年は「海上の森ツアー」

「森の教室」の完全委託化の方向が示され、ここ

に１年間の検討期間の後ＮＰＯ法人化を提案（21
年度総会）、センター内協働推進室に事務局を置き

常勤体制を整えた。同 21 年 11 月８日に「特定非

営利活動法人 海上の森の会」の設立総会を持っ

たのである。 
 
会報「海上の森だより」 

 会報「海上の森だより」は会の発足と同時に第

１号を発刊（平成 17 年３月）、年間４回発行され

会の活動を伝えてきた。行事の広報や詳細な報告

を中心に「会員の広場」（第６号）・「会員の目」（第

８号）を設けるなど会と会員をつなぐ役割を果た

してきた。第７号からは新編集委員会で編集、「野

あそびグループ」の誕生もあってシリーズ「ぎゃ

ーろめ通信」（早川恵美ら）が始まった。 

  
    
第８号からは「海上いま、むかし」（山川一年・

伊藤良吉ら）、第 11 号から「海上歳時記」（山本征

弘）がシリーズ化、第９号からの「海上の森未来

予想図」（曽我部行子）は海上の森の在り方を発信

し続けた。今回の第 18 号の後、新組織に新・会報

の編集をバトンタッチするが、そこで何を受け継

ぎ何を刷新するかが検討される。毎号 10～14 ペ

ージ、通信費の増大と美しいカラー写真をお届け

したいということからメール通信化も行われてい

る。 
 平成 21 年６月より、尾張東部放送・報道部の電

子新聞「ＲＡＤＩＯ ＳＡＮ－Ｑ」に毎週「海上

の森の物語」を各会員が美しい写真とともに掲載

している。（文中敬称略）     (山川 一年) 

大人気だった「ぎゃーろめ通信」 



   海上  いま むかし 
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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。今回は「何故、海

上住民は鈴木姓？」を取り上げましょう。 

⑨海上の「鈴木姓」 

 海上の住民の名前が文献に登場するのは江戸

時代に入ってからです。「かいしやう（海上）」

の集落は『寛文村々覚書』（17 世紀中ごろ）に

記載され、『張州府志』（元禄年間編集着手）に

はより具体的な姿で記載されます。ところで、

住民の名が始めて登場するのは山口八幡神社

に保管されている棟札です。貞享５年（1688）
４月の「奉建立多度権現社 愛智郡海上村」の

棟札には「願主 鈴木与右衛門 同傳重良」が

大工・禰宜名等と共に記載されています。この

他にも江戸時代の海上の棟札は９枚あります。

特に明和３年（1766）の棟札には 16 人（軒）

の海上住人の名がありますが、全員「鈴木姓」

です。 
 明治時代に入っても住民は全員鈴木さんで

す。海上区有文書に残された「大師堂寄付義帳 

明治三拾六年旧十二月」には鈴木長右衛門さん

から鈴木栄十さんまで 24 人の名前が並んでい

ます。海上住民だった鈴木善次郎さんという人

が明治 40 年頃の海上には 26 軒の民家、120 人

が生活したことを地図で残しています。海上の

３つのシマ、他に四ツ沢・塚原のシマが含まれ

ていますがやはり全員鈴木さんです。これが戦

前まで続いたのです。 

 
鈴木家の家紋【左幣束】 

       
 西三河地方につながる鈴木姓は『姓氏家系』

等で次のように語られています。鈴木氏は元熊

野の豪族で神職を司っていた。源義経の家臣で

あった鈴木三郎重清の叔父に鈴木善阿彌あり、

義経の後を尋ねて奥州へ下る途中、三河矢作

（岡崎）で脚を病みしばらく逗留した。其の間

に義経の没落の由を聞き、奥州行きをあきらめ

て三河高橋庄矢並村（豊田市高橋地区）に住む

ことになった。これが三河鈴木氏の元祖である

という。 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
        お五輪さん 
下って、足助氏は飯盛山城（豊田市足助地区）

を築いてこの地を支配したが、やがて三河郷士

鈴木氏が入城した。当初は武田方に組したが、

鈴木重直の時松平元康（徳川家康）に破れ今川

方の傘下に入った。間もなく武田軍は反撃に転

じて飯盛山城を攻め、重直は敗れて一族は広瀬

郷あるいは山口海上に落ち延びたという。これ

が海上鈴木の先祖だという（大津文一ら『江源

の流れの中に（二）』）。海上集落の奥にカクリ

ヤ（隠れ家）という地名があり、落人はここに

住んだという伝説が残されている。海上の鈴木

家では代々端午節供には外幟は立てなかった。

世を忍ぶ伝承だったという。  （山川 一年）              



ため池プロジェクト 
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ため池プロジェクト活動報告 

  

第３回ため池プロジェクト運営会議後、修正案が

設計業者から提出され、11 月 19 日に臨時検討会が

行われました。ここでは以下の諸点が確認されまし

た。①ため池の堤高は現道より 11 センチ高く、堤

体幅は最小基準の２メートル。②水深は１メートル

～1.28メートルを確保。③池の法面はできるだけ現

状を生かし、池敷に土砂止柵を設置。道路の池側に

転落防止柵（木柵）を設け、池の山側（東側）には

L 型溝を設置して土留壁とし、流路は魚道を兼ねた

ロ型溝とする。④集中豪雨時などで一定水位以上に

なったときに溢れた水を常時排水する余水吐では、

山側では L型溝上部に凹みを付けて余水吐とし、道

路側ではすでにある集水桝を改造。⑤取水設備は

「ため池栓式」とし、用水路は現在の水路を整備。

⑥池の安全性は国の安全基準に準拠。⑦堤体の芯に

するハガネツチは海上で確保。⑧浚渫残土はできる

だけ旧湿田に活用。⑨運搬路はクルミドの林道を利

用、など。 

 

 

 

 

 

 

12月にはいって県の予算が確定したものの工事

費が削減され、工事の縮小を余儀なくされました。

遅れていた工事もようやく着工にこぎ着け、第４回

運営会議が３月２日に行われました。今回確認され

た設計・工事内容は以下の通りです。①堤の高・幅、

水深、池の法面、池敷の形態と土砂留柵、余水吐、

取水設備、施設の安全性、ハガネツチの利用、運搬

経路，浚渫残土についてはほぼ臨時検討会案通り。

②山側（東側）に設ける土留壁は L型溝から逆Ｔ字

型に、流路はロ型溝から内部に段を付けて魚道も兼

ねるヒューム管に変更。③道路側の木柵はため池プ

ロジェクトの協働で工事後に設置。 

「下田」の活用と保全では、旧態（大半が棚田・

湿田で一部は畑）の再生が可能となるように、里

やま再生事業で荒廃した畦（土手）の整備に取り

組んでいます。ため池完成後、一部を水田にする

計画ですが、漏水を防ぐための側板を張り巡らせ

るなど畦の補強も重要です。作付けするものでは

農作物以外は外来種を排し、海上に普通に見られ

る種に限定します。ただ、見栄えがよいという単

純な理由だけで園芸種を植えることは、観光目的

のテーマパークと同じになるとか、畦を遊歩道に

することには問題があるという意見が出ました。

 

      工事中のため池 

これに対し、下田の再生は１年、２年でできるこ

とではなく、保全活動を継続することが重要です

ので、実際に汗水流して作業をする人たちの達成

感、生き甲斐などにも配慮しつつ、早急に完璧な

結論を出すのでなく、１つ１つやりながら、問題

が出れば修正するということがあってもよいので

はないかという意見も出ました。折あるごとに検

討し、じっくり取り組みたいものです。 

また、ため池築堤を視野に入れた年次計画を立て、

集水量に見合った保全事業を実行していくのが本

筋ではないかという意見も出ました。本格的なため

池再生は本プロジェクトの悲願ですが、今では３つ

あったすべてのため池が土砂で埋まり堤体が崩壊

しています。ため池再生を目指す一方で、旧水田を

活用する貯水施設の増設も検討しながら年次・将来

計画を立てることが、うるめきの池完成以後の課題

となります。（伊藤良吉） 



グループの活動報告 
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どのグループも楽しそうですね！ 

 

 

今年は予報に反して寒さの厳しい冬となり

ましたが、毎週木曜日の定例観察会は休まず続

けてきました。２月にはマンサクやアセビなど 

早春に咲く花たちに出会えたものの、海上の森

はまだ冬の眠りから完全には目覚めていませ

んでした。それでも３月の声を聞くと草木の芽

は日に日に太り、花を開く準備を始めています。 

  

      

下旬にかけてシデコブシ、コバノミツバツツジ、

クロモジ、オオカメノキ、ダンコウバイなどの

木々や ハルリンドウ、シュンラン、ショウジ

ョウバカマ、ニオイタチツボスミレなどの草花

が一斉に咲きだして森は日々賑やかになりま

す。勿論ヤマザクラやカスミザクラが森のあち

こちで彩をそえてくれます。海上の森が１年で

最も輝く時がもう直ぐやってきます。会員の皆

さん！ 里山の息吹きを肌で感じ,目で楽しむ

絶好の季節です。日頃持っておられる疑問や知

りたいことにもお応えしますから、是非定例観

察会に参加して、ご一緒に海上の森を歩きませ

んか！参加お待ちしています。  （池藤 栄） 

 

 

1月 10日寒さの厳しい時期「正月行事とドン

ド焼き」をおこないました。69 人（うち子供

12人）も参加してくださって賑やかでした。子

どもたちも多数参加があり嬉しいことです。こ

の時期ですので、正月の子供の遊び道具（カル 

 

タ・コマ回し・竹馬等）を用意すればよかった

かなと反省しています。次回は用意したいと思

います。行事用の道具を保管しているサテライ

トの２階が雑然としてきましたので、棚を設置

し片付けたいとと思います。間伐材を利用でき

れば最高です。              （出口なほ子） 

 

 

                                                                     

親子でヨガ ＆ 山遊び  

今年度の活動計画は４回の設定で、順次開催

されており、参加希望者は 200人を上回る状況

で推移しています。親子で楽しく山歩き、里山

で竹あそび、竹の音楽会と続き、最終は３月 28

日（日）あいち海上の森センターにて親子ＤＥ

ヨガ＆山遊びを予定しています。毎回リクエス

トが寄せられスタッフ一同やりがいを感じて

います。来年度は一層楽しく多くの人に参加し

ていただけるよう、企画したいとおもいます。 

  （鈴木 五男）  

           

 

自然環境調査グループ 

親子野あそびグループ 

里のくらしグループ 

ショウジョウバカマ 



グループの活動報告 
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どのグループも楽しそうですね！ 

                            

「ＣＯＰ１０」生物多様性条約第 10 回締約

国会議の関連事業の一環として、生物多様性を

身近に感じ、大切さを理解していただき、谷地

田の再生作業をとおして、里の暮らしと生物多

様性のかかわりを学ぶ、「里の再生教室」が海

上の里で開催されることになりました。 
森の会は技術指導の協力をすることになり

ました。教室は６回で構成され初回と最終回に

は里の生き物調査を行い、現状と水田との変化

を調査、２回～５回は２アールの荒れ果てた旧

水田で笹刈りから始め、溝きり、土手づくり、

畦づくり、根切り、耕運、水路整備の順で進め

られました。昔ながらの農法で全て手作業のた

め、ノマダ（湿田。水気が絶えない水田）で鍬

や備中を使いこなすことは容易でなく、体験作

業では あごが上がるのではないかと思われま

したが、終了の合図を出しても途中では終われ

ないと、必死に取り組む姿も見受けられました。

特に一所懸命取り組む子どもたちの姿を見て

心強く思いました。 
元の水田は床の深いところは石を敷き詰め

その上にサバツチ（風化花崗岩）の層を造り、

土手は水面より高いところまで石垣を積み、ハ

ガネツチ（アカツチ）で固めて、さらにその上

を表土で固め水面より高くして水漏れを防ぐ

などする昔ながらの生活の知恵、工夫が随所で

見られました。また土手づくり、叩き固めなど

は体験して理解できたと思います。泥・汗まみ

れで再生した３枚の「棚田」に、整備された用

水路の水を入れて、出来上がりました。 
生きもの調査では周辺を加えると 26 種類の

生きものが観察されています。3 月 20 日予定

の生きもの調査が楽しみです。 （鈴木 五男）   

  

今年のスタッフ登録者は 29名と前年に比べ

５割増しとなり、充実した里の教室が開催され

ました。参加者も毎回 50人を超え、例年だと 

 

極端に減る夏場も盛況でした。天候は７月が低

 

  

温・日照不足、8 月は高温・雨不足と天候不順

で、減収になるのではないかと心配しましたが、

モチ米は昨年並み、さつま芋・里芋は期待以上

の収穫となる一方、ソバ・黒豆は大幅な減収に

なりました。最終回は収穫感謝祭で、200 名以

上が参加し楽しい１日となりました。参加者に

はリピーターが大勢いて、アンケート結果から

も農作業の楽しさ、大切さを語っておられまし

た。今年度の問題点をしっかり点検し、来年度

に備えたいと考えています。   （藤野 昌之） 

 
 新年を迎えると、雨の日が多く、作業は予定

通りにできなかった。この時期はサテライトに

面した畑の上の斜面（地区名・７ゾーン）に重

点を置いて作業をした。ここではヤマザクラが

10 数本、ミツバツツジが数株見つかり、相談の

上これらを残して、笹、雑木、常緑樹を皆伐し

た。横一列に何度も杭を打ち、雑木等を敷き並

べ、踏み固めて作業通路とした。散策者の皆さ

んが可憐なヤマザクラの見物ができることを

期待しながら、グループ各員は頑張りました。 
    （平野 幸治） 

 

里づくりグループ 

稲刈り後のひととき 

 

森づくりグループ 

里 の 教 室 



第６５回～第６７回運営会議で 
話し合われた主なこと 
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 ☆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ねがいいたします。 

第 65 回運営会議 2009.12.13 

ため池ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ説明会での工事概要の報告/里や

ま再生事業の整備状況報告/受託事業里山もづくり

教室、里の教室の進捗状況報告/NPO法人申請状況

の報告/豊田自動織機、ナゴヤキャッスル、全労済の

間伐作業状況の報告/自然環境調査グループが屋

戸湿地の間伐除草作業の報告/里のくらしグループ

が収穫感謝祭の報告/22 年度海上の森ｾﾝﾀｰ委託事

業について協議/報酬基準の制定について協議/運

営会議の進め方について協議/赤津地区山路の廃棄

物最終処分場建設の対応について協議 

第 66 回運営会議 2010.1.17 

ため池ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの施工業者決定の報告/里やま再

生事業の作業状況報告/ものづくり教室の実施状況

報告/自然環境調査グループがスミレサイシン自生地

の保全エリア拡大について報告/ツアーグループが

22 年度ツアー実施日程について説明/森づくり･里づ

くりグループ作業状況の報告/野あそびグループ 3 月

の行事紹介/里のくらしグループ年末年始行事の実

施状況報告/海上の森ｾﾝﾀｰ①ため池工事②下田の

再生③体験学習の日程調整④生物多様性シンポジ

ウム開催⑤海上の森駐車場の放置車両等について

連絡･報告/山路の廃棄物最終処分場の建設申請に

対する意見書提出の検討/22 年度事業計画案･予算

案作成の協議/報酬基準制定について協議/海上の

森の会解散総会と NPO 法人海上の森の会通常総会

開催について協議 

第 67 回運営会議 2010.2.21 

ものづくり教室開催の報告/会計簿入力指導の

報告/海上の森センターため池づくり設計・工事概

要の説明/モリコロパーク春祭りの参加紹介/フォ

ーラム「暮らしに生かそう COP10 生物多様性を考

える」の案内/森づくりグループＫＤＤＩの間伐作

業の指導/情報グループホームページ･会員名簿管

理の実施/自然環境調査グループスミレサイシン

保全地域・シデコブシ植生地域の整備/ツアーグル

ープ 3 月ツアーの紹介/里のくらしグループひな

祭りの日程調整/里やま再生事業下田の植生案の

提示/各グループの補充購入物品リストの検討/22

年度事業計画案・予算案・事業担当責任者案の検

討/海上の森の会解散総会と NPO 法人海上の森の

会第 1 回通常総会の案内文について協議/海上の

森だより第 18 号（最終号）発行の日程調整/山路

の廃棄物最終処分場申請に係わる意見書提出の検 

（運営会議には、新規入会された会員がオブザー

バー参加した。） 

海上の森だよりに掲載してきました「運営会

議で話し合われたこと」は、今回をもちまして

終了します。次回からは、NPO 法人海上の森の

会理事会について報告致します。  （似内 信彦） 

                                    

    

 あいち自然ネットには現在 54団体が加入し、森

の会は幹事として活動しています。平成 21年度は

次のような活動を行いました。 

① 定期総会及び運営会議（隔月計 6回） 

② 子供夏休み自然教室“夏休みたんけん隊” 

③ 第 3 回人と自然の共生国際フォーラム“ポス

ターセッション” 

④ 「生物多様性の日・いのちを支えるものづく

り」キックオフイベント 

⑤ リニモ de 夏休みオープニングイベント with

モリコロパークお誕生会 

⑥ Cop10開催 1年前記念行事「生物多様性フェス

テバル」 

⑦ 博覧会開幕 5 周年記念イベント・モリコロパ

ーク春祭り 

 22 年度総会は 4 月 25 日（日）あいち海上の森

センターで行い、午後に一般参加募の集体験イベ

ントを計画しています。ぜひご参加ください。  

あいち自然ネット活動報告 
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4 

月 

4 日(日) 三月節供のひな祭りとオコシモンづくり 集合:里山サテライト 

9：00～  オコシモンづくり・草餅づくり 

持物：お弁当・飲料水・エプロン等 

【里のくらしＧ】 
会費：会 員：300円 

家族会員：500円 

非会員：500円 

3 日(土)・6 日（火）・17日(土)・20 日（火）森の工作、他 

間伐材利用のハシゴ作り・『間伐中ご注意ください』の間伐材まるごと看板作り 

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 

 

 

5 

月 

4 日(火) 五月節供と節供菓子つくり  集合:里山サテライト 

10：00～   かしわもち・オツボつくり 菖蒲投げ 

持物：飲料水・食器・箸・エプロン等 

【里のくらしＧ】 
会費：会 員：300円 

非会員：500円 

1 日(土)・11日(火)・15日(土)・18 日(火) 森の工作、他 

間伐材利用のハシゴ作り・『間伐中ご注意ください』の間伐材まるごと看板作り 

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 

6 

月 未定ですが、確定しだいホームページにてお知らせいたします。 
 

                                         

                      

 
 
 

 

 

グループ リーダー  

【自然環境調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ】 池藤  

【ツ ア ー グ ル ー プ】 山本  

【生活史調査グループ】 伊藤  

【森づくりグループ】 平野  

【里づくりグループ】 鈴木 (五）  

【案内・巡視グループ】 鈴木(俊) 

【民家保全グループ】 山田  

【親子で野あそびグループ】 鈴木(五) 

【里のくらしグループ】 出口  

【情 報 グ ル ー プ 】 冬木  

 

編集後記 

 春の訪れと共に、「海上の森の会」も新たなスタートをしようと

しています。しかしながら、新しく生まれ変わっても受け継ぐ精神

（海上の自然を愛する会員のための会）は変わりません。そんな気

持ちで今回の会報も編集してみました。「会員への連絡が会報以外な

い」とご指摘もいただいていたこともあり、HP の更新などの情報

活動にも力を注いでいきたいと考えています。同封の「平成２２年

度海上の森体験学習プログラム」は、会員の皆様にもこぞって参加

いただき海上の森を思う存分楽しんでいただければとの願いからお

知らせしました。                               （福田 澄夫） 
 

 

4 月～6 月の行事予定 

海上の森センターからの受託事業、来年度の予定 

『森の教室』 森に親しんでいただくための観察や手入れなどのプログラムです。 
『調査学習会』 海上の森の自然を少し専門的に学習します。 
『里の教室』 里山の管理を体験し、里山の魅力を知るプログラムです（親子でどうぞ） 
『里山のものづくり』 里山で森の恵みを使ったものづくりを体験します。 
『海上の森生物多様性ツァー』 海上の森を案内人と一緒に巡ります。 

  

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 

h t tp : / / ka i sho _sa to yama@yaho o . co . jp     

 

 




