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本会は、愛知万博問題を契機に注目された「海上の森の会」を里山として守り 

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。 

 

 

第1回ＮＰＯ法人 
海上の森の会 
通常総会が文化

センターにて開

かれました。 
4 月 29 日 

里を甦らせよう！

クワイを植えてい

ます。6 月 13 日 

海上の森の植物

の調査学習会 
5 月 9 日 

海上の森の野鳥の 
調査学習会 
5 月 16 日 

里の教室での田植え 
6 月 6 日 

キュウリもナス

も植えました。 
5 月 30 日 

海上の森だより 19 号 目次 

海上歳時記       Ｐ2 

総会を終えて      Ｐ3 

ためいけプロジェクト  Ｐ4 

海上 いま むかし   Ｐ5 

グループ報告    Ｐ6～Ｐ9 

7月～9月の行事予定   Ｐ10 

最新情報はホームページに

てご覧になって下さい。 

http://kaishonomori.com/�


 

２ 
 

海上の森の動植物の生き字引、里山環境保全事業のリー

ダー山本征弘さんに、海上の森の今の季節の見どころを

紹介していただいています。 

                            

 
７月：ハッチョウトンボ    8 月：ノリウツギ    ９月：ツルニンジン 

 
    7 月：ミミカキグサ    ８月：シマジタムラソウ   ９月：ヤマジノホトトギス 

海上の森の歳時記（７月～９月） 

７月 

ネムノキが満開になる頃、梅雨が明け本格的

な夏が来ます。湿地ではハッチョウトンボやキ

イイトトンボの数が増え、トウカイコモウセン

ゴケやミミカキグサが咲き始めます。木の花は

少なくなり名残のヤマアジサイやアカメガシワ

が見えます。野草はアキノタムラソウ、ダイコ

ンソウ、コバノカモメズル、ゲンノショウコ、

ノギランなど多士済々な花が見えます。 
８月 

アブラゼミやニイニイゼミの蝉時雨が聞こえ

る上旬は一年中で一番熱い季節です。それでも

ヤマハギ、ヌスビトハギ、シラヤマギクなど秋 
 

の花が咲き始めます。木の花はノリウ 
ツギ、リョウブ、ヌルデなどが暑さにめげず咲

いています。水辺ではサギソウ、シマジタムラ

ソウが平地ではセンニンソウ、ガンクビソウ、

ミズタマソウ、ミソハギ、ヒヨドリバナ等の花

が見えます。 
９月 

彼岸近くなると蝉の声に代わりササキリなど

の虫の声が勢いを増してきます。吉田川沿いに

はボントクタデ、イヌタデ、サクラタデ、ミズ

ヒき、ヤマジノホトトギスなどの花が目立ち、

田や道端ではツルニンジン、ツリガネニンジン、

アカネ、ノササゲ、ヤブマメ、ヒガンバナなど

野の花の一番多い季節です。里ではアキアカネ

等のアカトンボが増えて来ます。 
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 海上の森の会も「バージョンアップ！！」 
 
去る４月２９日（祝）、従来の「海上の森の会定

期総会」に引き続いて「特定非営利活動法人海

上の森の会第１回通常総会」が開催されました。 
 出席者は、委任状含めて１４６名でした。 

 
来賓としてご招待した、あいち海上の森名誉セ

ンター長マリ・クリスティーヌ氏が、「ＮＰＯ法

人化おめでとうございます。これからの良きパ

ートナーとしてお互いに努力していきましょ

う」の挨拶をいただきました。 
次いで、「平成２２年度の活動計画、同予算」の

再提案がなされました。すでに昨年１１月８日

に「設立総会」が持たれていることもあり、参

加者の理解がより深まったものと思われます。   
特に「予算」については、１１月以降の状況

変化を受けて「具体的な収支計画の策定を急ぎ

たい」と補足提案がありました。 

 
マリ・クリスティーヌ氏 

 
会場から「海上の森の保全は会全体の目的とす

べきであり、保全グループだけの活動と狭めた

範囲ではないのでは」の発言がありました。事

務局長から「そのとおりであり、グループ活動

で目指していることもすべて共通する」と回答

しました。 
 
 その後、「役員の紹介」があり新理事長から順

次役員・監事の紹介がありました。 
 
次いで「意見交流」に入り会場から「もっとわ

かりやすい組織構造にして」「あくまでもボラン

ティアが基本とすべき」「万博の理念をいつまで

もわすれないよう」などの意見や要望が出され

た。理事長から「理事会でも課題として検討し

たい」と回答しました。 
 海上の森の会の、新しい出発にふさわしい実

りある総会になりました。 
     事務局長・副理事 福田 澄夫 
 

役員 
役職 名前 役職 名前 
理事長 山川一年 理事 平野幸治 
副理事長 鈴木五男 理事 冬木 裕 
副理事長 福田澄夫 理事 三輪邦夫 
理事 藤野昌之 理事 山田耕二 
理事 伊藤良吉 理事 山本征弘 
理事 池藤 栄   
理事 鈴木正司 監事 似内信彦 
理事 出口なほ子 監事 山田治義 

 
 
 
 

 



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４回運営会議の後、「うるめきの池」工事が終

了し、５月１日には現地説明会がありました。現

地を見ますと、県の予算削減が大きく響いて、予

算内での工事終了であるため、土砂の流入防止な

どさらに保全作業を進めなければならない個所が

幾つかあることが分かりました。その後、この時

の指摘を受けて、ため池築堤工事に詳しい寺岡靖

介さんとも相談し、もともと工事後にため池プロ

ジェクトで行うことになっていた水路整備やうる

めきの池周辺の修景（景観整備）作業とも合わせ、

どのような作業が必要になるのかを洗い直すこと

になりました。 

 
一部応急補修をした個所 

 ６月 10 日に第５回運営会議が開催されました。

センター所長より 21 年度着工の工事の現状説

明がありました。直前の予算削減によって、い

くつかの課題が残り、新規予算のめどが立たな

い状況では、本プロジェクトの協力なしに作業

を進めることができないということで、今後の

整備についての協力要請がありました。これに

対し、本プロジェクトとしては５月１日の現地

説明会で、いくつかの問題点を指摘した経緯も

あり、修景整備をはじめ維持管理に必要な工事

は進めるよりなく、できることからやっていこ

うではないかということになりました。 

これを受けて、以下の作業プランの概要説明

がありました。①「うるめきの池」法面の管理

歩道（小段＝砂防段の機能を持たせる）設置、

②池脇の管理道（林道）境の進入・転落防止柵

の設置、③池内冠水面より上部の裸地法面の補

強のための法面緑化と木柵の設置、④池内に生

息する淡水魚などの休み場を提供する魚付き木

の植栽、⑤水辺の生物の産卵場となる水生植物

の導入、⑥管理道や水路、残土の処理など周辺

部の整備、⑦魚道と導水路の整備、⑧その他、

整備作業の状況に応じて必要となるメンテナン

ス。これらの作業を一挙にすすめることはでき

ませんので、さしあたっては、事務局で大まか

な整備作業の工程表（案）を作成することにな

りました。 
 会議の後、間もなくして雨期に入り、豪雨に

も見舞われたため、寺岡さんの発案によって侵

入・転落防止柵を設置し、池の法面上端に休耕

田から採取した畦草を貼り付ける作業などを前

倒しで行うことになりました。作成を急いでい

た作業工程表の素案もでき、７月２日には第６

回ため池プロジェクト実行委員会が開催される

ことになりました。ここでは①経過報告、②修

景作業の意義と作業工程の概要、③運営会議の

組織図と実行体制、④今後の進め方などを話し

合うことになっております。 

 県の予算削減によって、予定になかった工事

も舞い込んできましたが、ボランティアの力を

結集して、作業が長期にわたらず、海上にある

間伐材や旧水田の畦草など現地の遊休資源を再

活用してお金もかけず、海上にふさわしく、長

きにわたって活用できる貯水池を造ることがで

きれば、これこそ、本会が目指す再生事業の第

一歩となるものです。作業日など日程が確定す

れば、皆様にご案内を差し上げます。多く方々

の力によってこの事業を成功させたいと願って

おります。（伊藤良吉） 

 

第 5回運営会議での現地確認 



海上 いま むかし  
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⑩ 海上の山仕事 
海上の森入口駐車場から海上の里に向かって

進むと、四ッ沢の橋の手前右側に「三角点」に

至る尾根の取り付き口に出ます。この尾根筋の

土地は礫層になっていて、大きな木は見られま

せん。海上でネズノキといっている針葉樹（ヒ

ノキ科ネズ）は土地の痩せたこうした山にのみ

見られ、海上ではネズノキの葉をいぶして牛馬

の蚊追い（蚊遣り）に使っていました。 

 
この尾根をさらに進むと、やがて礫層は見ら

れなくなり、植林木のなかに大きなコナラ（海

上ではコナラ、アベマキをトチノキともいって

います）が人目を引きます。この辺りから山は

花崗岩層になります。所によっては硬い岩盤が

露出し、古くは名古屋城築城の際の石材の切り

出しにも使用されたと伝えられています。しか

し、大部分の土地は表土の薄い風化花崗岩層で、

地滑りの起きやすい特質をもっていました。 

県有林が計画的に植林されるようになるのは、

戦後のことですが、植林されたのはこの花崗岩

層です。それまでは、県有林はタキギ山（燃料

木採取の山）でした。陶器窯の燃料は、戦前は

もっぱら、山の雑木を伐採したタキギを用いて

いましたので、需要は多く、山の木は伐れば売

れるという時代が長く続きました。伐採と搬出、

植林、間伐、枝払い、下草刈りなどの作業を「山

仕事」といいました。山仕事には地元の人が関

わり、そのなかには若い女性もおりました。戦

前は山仕事や川仕事で稼いだお金で自らの嫁入

り仕度を調えたという人が何人もいました。昭

和 23 年（1948）頃は伐採時期の冬季３ヶ月ほど、

飛弾方面からも杣師
そ ま し

が雇われてきました。海上

ではこの人たちをヒダコといっていました。伐

採のプロ集団です。当時の幡山村長の斡旋で、

海上の民家に分宿しました。 

昭和 25,6年頃までは窯の燃料用にカナギ（雑

木）を伐っていましたが、その後、石炭窯など

が出回り、タキギの需要が激減し、海上の山で

は雑木が伐られなくなりました。スギ・ヒノキ

の植林はその後のことです。 

海上周辺は地滑り地帯が多いため、戦後にな

ると、県有林は砂防林としても整備されるよう

になりました。砂防林を造成するために、まず、

雑木を伐採し、斜面を階段状に整地しました。

これを小段といいました。各段の法面（斜面）

に石垣を築きました。整地された所にはクロマ

ツを植林しますが、法面のすぐ上はヤシャノキ

（カバノキ科ヤシャブシ）を植えました。ヤシ

ャノキはよく根を張るので、法面を補強する役

割を担っていたといいます。こうした砂防林造

成の技術は今度の「うるめきの池」の修景保全

作業にも是非活かしたいものです。（伊藤良吉） 

 
イノシシに荒らさた現在の里の野菜畑 

 

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。 

 

 

5 月 27 日午前 8：30 
センター正門横にサ

ル出没！！ 
ウッキー！キー！ 

6 月 23 日 
大切なスイカが食べられ

た！犯人はヌートリア

か？アライグマか！？ 

7 月 8 日早朝 
頑丈な扉を、とうとう

こじ開けたのだ！ 

収穫が楽しみだっ

たトウモロコシ

が・・ 



 

6 
 

自然環境調査グループ 

＜里山調査＞ 

 現在 16 名のグループ員で毎週木曜日に定例観

察会を行います。その他にも「モニ 1000」の定点

観察にも参加、貴重な海上の森の動植物の資料づ

くりを実施しています。 

 

 

＜調査学習＞ 

調査学習会の第１回は「植物調査学習会」で５

月９日に行われ 24 名の参加者がありました。午

前中は３階研修室で講師の方より海上の森の植物

の話などがあり、午後は木や草の花などを調査し

ながら森の春の良さを知って貰いました。その後

サテライトにて質疑応答があり無事終了しました。 

調査学習会の第２回は「野鳥調査学習会」で５

月 16 日に行われ 17 名の参加者がありました。午

前中は赤池方面へ探鳥会に出かけ、オオルリ、セ

ンダイムシクイ、ヤブサメなどのさえずりが聞こ

えました。午後は講師の先生が撮影されたカラス

の子育ての様子などを見ながら学習しました。 

 

森づくりグループ 

＜森の再生＞ 

間伐も作業路整備が第 1です 

本格的間伐は９月より始めますがそれに先立ち、

フィールドに入る湿地に渡す“木橋”、階段の補修

と溝に渡す“はしご”を新設しました。 

このフィールドで間伐、枝打ちを始めて、はや

くも７年になります。当初の木橋も腐り危険にな

りましたので、順次更新し、作業路も歩き易くし

て、安全第一を心掛けています。そして、間伐材

は“玉切り”の上、その場に横置にします。間伐

後の松の人工林の“こもれび”、整然とした林を楽

しんでください。最後にお願いですが、森グルー

プのスタッフ以外は、木橋やはしごは絶対に通ら

ないでください。作業場所は傾斜が急で常に危険

を伴い、転倒、外傷、漆による″かぶれ″もあり

ます。海上の森には整備された散策路があります

ので、そこで四季の森を楽しんでください。 

 

＜森の教室＞ 

「森の教室」大幅にリニューアルしました 

今年度から「森の教室」は前半３回、後半３回

で企画します。前半３回は、「森の自然探検」とし

て低学年からその保護者を主な対象としています。

５月に第１回の「植物とは？なに？」を企画しま

した。小さな樹をポリ袋で覆い数時間・・、何と！

想像以上の蒸散した水が溜まっていて、「植物が息

をしている」ことを参加者一同感動しました。引

き続き、第２、３回を計画しています。後半の３

回は人工林の手入れから、間伐材を使った工作ま

で昨年よりも充実した内容で企画します。いずれ

リーダー：池藤 栄 

継続は力なり！季

節の移り変わりを

感じてみませんか 

リーダー：山本征弘 

皆さんの参加をお待

ちしています。海上

の森を歩くのにとて

も参考になります

よ。 

リーダー：平野 幸治 

一緒に森でいい汗をか

いてみませんか？ 
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も参加者に楽しんでもらおうと、スタッフ一同お

待ちしています。 

     

 

里づくりグループ 

＜里の再生＞ 

里の再生スタート 

里づくりグリープは、昨年行われた谷田の再生

とため池整備を機に長年放置されていた田畑を再

生し、次世代に引き継ぐ活動として里の再生事業

に、取り組むこととなりました。多くの人手が必

要なこともあり「海上の里を甦らせよう」と銘打

って市民参加を呼びかけたところ、56名の応募が

ありました、年間計画を作成し初年度は通称下田、

ウルメキ、上田とその周辺にて、水路整備、土手

の修復及び果実、茸、米、野菜づくり等をするこ

とになりました。日程は市民参加日＝毎月第２日

曜日（８月のみ第３日曜日）、スタッフ活動日＝毎

月第３水曜日、第４土曜日です。 

６月 13 日に第１回が開催され 46 名の参加があ

りました。趣旨内容等の説明があり、その後うる

ち米の田植え、クワイ、ウコンの移植を行いまし

た、参加者の多くは初体験とのこと、幼児から大

人まで慣れない手つき、時には足をとられて尻餅

をつくなどしましたが、スタッフの指導を受けな

がらの奮闘の結果、列も曲がりなく浮いた苗も見

当たらず良好の出来栄えとなりました。クワイは

「どぼち」（貯水池）跡で栽培され、敷板を踏み外

すと股下くらいの深さがあり、慎重には慎重に 50

ヶの移植は無事終わりました。ウコンの移植は畝

の作り方、肥料と堆肥の役割などの説明も加え実

施されました。雨がも心配されましたが、降られ

ずに済み、無事終了しました。スタッフ活動につ

いては次回に紹介します。 

活用 

 

＜里の教室＞ 

５月 23日（日）、平成 22年度の「里の教室」が

スタートしました。今年は募集人数 50名に対して

応募者が 220 名に達し、パソコンによる無作為抽

選で 126 名の方々に参加していただくことになり

ました。応募者が倍増したのは食糧自給率や家庭

菜園への関心の高まりとともに、昨年までの「里

の教室」の活動が評価されたものと考えておりま

す。 

第１回は雨の中 81名の参加者があり、サツマイ

モ苗の植付後、全日程と注意事項の説明をサテラ

イトで行いました。最後に堆肥場で見つかったカ

ブト虫の幼虫が配られ参加した子どもたちが喜ん

で持ち帰りました。 

 

生活史グループ 

 海上の生活文化を理解するために、地元の方々

をお尋ねして話を伺い、現地調査をします。また

リーダー：鈴木五男 

里の再生作業は大変

ですが、次世代に里を

繋ぐ大切な作業です。

みなさんの参加をお

待ちしています。 

リーダー：福田澄夫 

自然体験活動を通し

て森を知って楽しん

で、大切にする心を作

りましょう。 

リーダー：藤野昌之 

自分で作った野菜の

味は格別です！味わ

ってみませんか？ 
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海上の生活用具（民具）を収集、整理しておりま

す。今年は集落周辺の旧水田・水路・ため池を踏

査し、水利系統図を作成して、海上の里と森の保

全を講ずるための一助としたいと考えています。 

 

里のくらしグループ 

海上の年中行事を地元の方からお聞きし、地

元の食材を最大限利用して、参加者全員で行事

食を作ります。調理方法を教えたり教えられた

り、昔話を聞きながらの「おしゃべり」は大変

楽しいです。４月のひな節供、５月の端午の節

供、６月の「農休みのお話とホタル観賞会」を

行いました。次回は９月の「月見の宴」です。

現在のメンバーは７名ですがぜひご参加下さい。 

 

サテライト管理グループ 

今や海上の森の活動拠点の一つとしてサテライ

ト（通称「語り部の家」）の重要性は大きくなって

います。１世紀の歴史を見つめてきたこの古民家

の管理（開閉、内外の清掃など）も行うことにな

りました。早い機会に物入れの下屋のつけ下げや

旧マヤ（馬屋）の展示室改修なども実現したいと

思います。 

 

親子で野あそびグループ 

22年度に新たな企画で開始します。海上の森の

中の“自然探検”“きこり隊”などを通じて「自然

の大切さを知る子ども」「仲間と楽しく遊べる子ど

も」そんな子どもたちのはぐくみを応援するー名

付けて『森っ子
も り っ こ

クラブ』です。 

［主な対象］小学生の親子、祖父母子世代 

［22年度の活動日］９月～３月の日曜日、別途に

日時を案内します。 

 

環境保全グループ 

海上の森の環境保全は単にグループ活動のみな

らず、海上の森の会の主目的でもあります。保全

グループは現在 16名ですが、春秋２回海上の森の

美化活動を展開しています。７月 17日（土）は入

口の駐車場からサテライトまでのゴミ清掃を行い

ますが、その後、山路産廃施設の視察を計画しま

した。是非ご参加下さい。 

 

リーダー：伊藤良吉 

海上の里と森を再生

するために海上の

方々からくらしの知

恵を学びましょう。 

リーダー：出口なほ子 

昔なつかしい食べ物

をたべにきてくださ

い。おいしいですよ！ 

リーダー：山田耕二 

サテライトが皆さん

にかわいがってもら

えるように管理して

いきたいと思ってい

ます 

リーダー：大沢秀文 

森で不思議なことや

楽しいこといっぱい

見つけましょう！ 
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＜海上の森ツアーグループ＞ 

22年度第１回海上の森生物多様性ツアーは５月

29 日に 21 名の参加者があり４班に分かれ行われ

ました。 

当日はホトトギスのさえづりが空から聞こえ、

ヤマボウシなどの木の花も沢山見え、海上の森の

生物の豊かさを実感して頂きました。 

 

 

案内巡視グループ 

 こんにちは、会員、ハイカーの皆さまお元気で

すか？案内・巡視グループでは、 

 １）、里山の自然保護と環境モデルを目指す。 

 ２）、海上の森の会の会員相互とハイカーが自然

を通じて親睦を図る。 

 ３）、海上の森に関する案内、問い合わせに対応

する。 

以上を活動目的としています。現在のグループ員

は 16名です。海上を訪れた方々がその後リピータ

ーとなり、家族、友達と輪を広げて訪れるよう、

海上の森との橋渡し役を務めます。  

 
 

情報グループ 

皆さん、ご覧になっていますか？森の会のホー

ムページが見やすくなりましたよ。新しい情報も

たくさん載っていますし、更新も頻繁にされてい

ます。森の会のホットな情報をみなさんにお届け

したいと思っていますので、是非ご覧になってく

ださい。会員専用の窓口もありますパスワードは

事務局にお尋ねください、この会報も綺麗にフル

カラーで見ていただくことができます。 

 

 

ものづくりグループ 

今年度は４回企画しています。８月 28日（土）は

第１回として、夏休みなので森の中で材料を集め

自分の感性でモノ作りに挑戦します。第２回は、

クリスマスも近いこともありツルで玄関飾りを考

えています。第３・４回は竹の炭焼きです。例年

行っていることもあってリピーターが沢山ありま

す。今年は焼き芋など楽しいことも考えています。

是非、沢山の応募を待っています。 

リーダー：似内信彦 

森の美化活動はす

べてのグループの

基本です。 

リーダー：山本征弘 

ツアーは何度参加さ

れてもその都度森は

違う魅力で迎えてく

れますよ。 

リーダー：鈴木正司 

森に来られた皆さん

が安心して楽しめる

ように心配りをした

いと思っています。 

リーダー：冬木 裕 

情報は大切な会の財

産です、きちんと管理

して、皆さんにお届け

します。 
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＜7～9 月＞日程 

調査学習会 

日 時 行事名 応募人数 応募資格 

7月 18日（日）午前 10時～午後 3時 海上の森の夏のキノコ 50 小学生以上 

8月 1日（日）午前 10時～午後 3時 海上の森の水生生物 30 小学生以上 

8月 8日（日）午前 10時～午後 3時 海上の森の昆虫 30 小学生以上 

 

森の教室 

日時 行事名 応募人数 応募資格 

9月 5日（日）午前 10時～午後 3時 
森の自然探検 

（木のぼり・秘密基地） 
50 小学生以上 

9月 19日（日）午前 10時～午後 3時 
森の自然探検 

（森の素材を生かした工作） 
50 小学生以上 

 

里の教室 

日時 作業予定 日時 作業予定 

7月 4日（日） 野菜の種まきなど 8月 22日（日） ソバの種まきなど 

7月 25日（日） 野菜の収穫など 9月 26日（日） サツマイモ・野菜の収穫 

 

里の再生 

日時 作業予定 

7月 11日（日） 水路整備・マコモ竹植え付け 

8月 15日（日） 水路、土手の整備 

9月 12日（日） 水路整備・竹切り・ハザづくり 

 

里山のものづくり                海上の森ツアー 

8月 28日（土） 森の素材を使った工作      9月 4日（土） 海上の多様性を知るツアー 

 

里のくらしグループ 

9月 23日（祝）海上の月見の宴           

 

 

 

 

特定非営利活動法人 海上の森の会 

事務所 〒489-0857  

愛知県瀬戸市吉野町 304-1 

「あいち海上の森センター」内３Ｆ 

電話＆FAX.：0561-21-9298 

Ｅメール：morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp 

  ご意見ご感想をお待ちしています 

編集後記 

「海上の森だより」をお読み頂き、ありがと

うございます。今回は、NPO 法人設立後の

第１回目の会報であり、編集メンバーに参加

させて頂き たいへん光栄です。海上の森

は、子供の頃の遊び場で、思い出の森を思い

出しながら楽しく、わくわくする、デザイン

に大きく変更させて頂きました、この会報を

もっともっと、みなさんに親しんでもらえる

ようにしていこうと思っています。 
情報グループ 石神えいじ 
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