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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 」 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 。 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

最新情報は

ＨＰで！  

7/31調査学習会 

海上の森の水生生物 

 

里の教室での夏野菜の収穫 

重いよ～♪でも楽しい！ 

8/7 調査学習会 

海上の森の昆虫 

8/28 森の教室ひみつ基地づくり 

夏野菜の収穫 

里の再生教室 

8/21里の教室 

収穫物でカレーライス

を作りました♪ 

9/15南山小学校 

ガイド 

8/6 里山のものづくり暑

かったけど、良いものが

出来たね。 

 

先号で会報カラー化の実験をしました。 

1 部 130円（郵送費、人件費等除く）を要し

ました。ＣＳＲ（企業の社会貢献）を利用し

て今月号もカラー版を継続します。 

（ご意見をお寄せ下さい） 

海上の森だより 23 号目 

海上歳時記            Ｐ２ 

理事会（正・副）理事長挨拶    Ｐ３.４ 

ため池プロジェクト        Ｐ５ 

海上 いま むかし        Ｐ６.７ 

活動特集①森の教室        Ｐ８ 

グループ報告         Ｐ９.10.11 

10～12月の活動予定        Ｐ12 
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海上の森の歳時記（10 月～12 月） 

10 月 

 朝夕が一段と涼しくなると森ではコウヤボウ

キ、アケボノソウ、コメナモミ、オケラ、スズ

カアザミなど秋の花が沢山見られます。ヒヨド

リバナで優雅な模様のアサギマダラが蜜を吸う

姿に出会うかも知れません。田んぼの杭にはア

キアカネやリスアカネなどの赤トンボが止り、

ウスバキトンボが空を舞います。ノコンギク、

ヤマシロギク等の野菊の花が増えて来ます。 

11 月 

 森ではセンブリが湿地ではウメバチソウ、ホ

ソバリンドウが咲いています。秋が深まるにつ

れ花の数はぐんと減ってきます。代わりにヘビ

ノボラズ、カマツカ、ミヤマガマズミ、アズキ

ナシなどの実が出立ち始めます。ヤマハゼ、ヤ

マウルシ、ナツハゼ、フジなどの紅葉（黄葉）

が始まり日の当たる森はカラフルに見えます。

虫は少なくなりアキアカネが少し残っているだ

けです。 

12 月 

 木枯らしが吹くと残っていたタカノツメ、コ

ナラ、ウリカエデ、アベマキなどの葉がいっせ

いに落ち森の中の道は落ち葉の絨毯
じゅうたん

が出来ま

す。路傍ではセンニンソウ、ゲンノショウコ、

ジャノヒゲ等の種が見えます。ジョウビタキ、

ルリビタキ、ツグミなどの渡り鳥の姿が増え木

の実を食べる姿が見えます。下旬には葉がすっ

かり落ちた枝には早くも小さな花芽が見えます。 

                             

   

    10 月：アケボノソウ    11 月：アキアカネ      12 月：ゲンノショウコ 

   

  10 月：コウヤボウキ       11 月：センブリ       12 月：センニンソウ 

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

見どころを紹介して頂いています。 
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会報 23 号 事務局より 

 

（１） 理事会報告 －理事長に福田澄夫理事、副理事長に山本征弘理事を選任― 

６月の理事会では鈴木五男理事長が健康上の理由により辞任され、福田澄夫副理事長が理事長代

行として選任され、その後事務局長兼任で活動してきました。９月 10 日の理事会で福田澄夫新

理事長、新副理事長に山本征弘理事、事務局長に藤野昌之理事（会計兼務）を選任しました（定

款第 15 条 選任は理事会の互選による）。山川一年副理事長は継続、任期はいずれも前任者の残

存期間です。 

 

○ 新理事長のあいさつ  

あいさつ 

９月の理事会で理事長に選任されました福田澄夫（ふくたすみお）です。 

 私ごとで恐縮ですが、55 歳のときに退職し縁あって海上の地に炭焼き窯を設置しました。この地域の

中で「山口地域町づくり協議会」に入り、そこから海上の古民家（現サテライト）の解体にも関わり始

めたのが出発点です。以来、県と協働（海上の森の保全と活用）する市民組織として「海上の森の会」

の立ち上げ、そして「ＮＰＯ法人海上の森の会」と引き継いできました。 

 次期総会には名実ともに私以上の理事長が選出されることを願い、残任期間中私なりに精一杯努力し

ようと考えています。 

「海上の森の会」も立ち上げから５年、ＮＰＯ法人化して１年を経過し

ました。22 年度は「試行錯誤の年」であり、この 23 年度は「組織改

革（見直し）の年」   と位置付けてきました。会員のみなさんか

ら見て「わかりやすい組織（機構も活動も）」になるよう努力していま

す。さらに、「目標をはっきりさせる」ことも課題であります。それぞ

れ「グループ」は創意工夫され活発に活動していますし、全体として

「海上の森の保全と活用」を目指していることには間違いありません

が、更に横の繋がりがもっとできればより効果的です。又、海上の森 

の会として「講演会」や「フォーラム」なども計画したいと考えております。 

 現在、事業収入の 83％が県の受託、10％が助成金、5％が自主事業、2％が会費の収入となっています。

自主事業の収入を増やしていくことも課題です。 

 まだまだ課題は山積していますが、「楽しく活動する」ことが我々の原点でもありますので１つ１つ課

題をクリアしていきます。 

○ 副理事長     

 

     

 

 

 

 

山本 征弘（やまもと ゆきひろ）プロフィール 

・昭和 63 年頃より海上の森に魅せられ通い始める 

・平成 16 年創立「海上の森の会」幹事、 

同 21 年「ＮＰＯ法人海上の森の会」理事 

・海上の森の会の自然観察グループ員として、毎週木曜日の

生物季節調査、環境庁主催「モニタリング 1000」を実施。 

・「海上の森を楽しむ会」主宰 
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○ センター長 －海上の森の会に期待するー 

海上の森の会の皆さんこんにちは。 

日頃の皆様の様々で活発な活動に敬意を表し、感謝を申し上げます。 

センターは今年で開館５年となります。海上の森の会はそれより更に２年近く前に発足、皆様の

継続的な活動とご尽力により今日の海上の森があります。 

「海上の森」は万博会場候補地となってから、また自然や地域のあり方をめぐり、長く沢山の議

論がありました。そして結果的に保全されました。そんな中、市民が自発的に参加・活動する主体

的な組織として「海上の森の会」が立ちあがっていくのを間近で見ました。 

当時の設立趣意書には「意見の相違を、対立ではなく、交流と模索そして何よりも主体的活動を

もって乗り越え、共に学びあい、発展する、開かれた組織となりたい」とありました。まさにその

ように期待します。今後も皆さんと一緒になって議論し、これからの取組みを進めていきたいと思

います。 

センターとしては、海上の森の全体、そして将来にわたる保全を目指 

し、また里山のモデルを持ち込んだり、単なる修景や、行楽の場とす 

るのではなく、海上の森の自然や地域の暮らしを大切にした地道で継 

続的な取組みに努力したいと思います。また広く県民の皆様へ情報発 

信し、交流の輪を広げたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願 

いいたします。      ＜佐竹 政利センター所長＞ 

（２） イベント案内 

◆瀬戸市市民活動団体“交流フェスタ２０１１ in パルティせと” 

 ☆と き 10 月８日（土） 午前 10 時～午後４時 

 ☆ところ パルティせと（３Ｆ） 

 ☆内 容 市民活動・国際交流ブース、世界の踊りと音楽、その他出し物多彩 

     

◆第５回 人と自然の共生 国際フォーラム 

 ☆ 時  10 月 15 日（土） 午前９時半より終日 

 ☆場 所 地球市民交流センター（愛・地球博記念公園）内 

 ☆内 容 Ⅰ グループディスカッション（分科会１・２ 体験学習室） 

      Ⅱ 基調講演とパネルディスカッション（体育館） 

（ポスターセッション・工作体験・二胡演奏などの企画） 

      Ⅲ 交流会（オプション参加費 2000 円 体験学習室） 

◆「藤前干潟ふれあいデー２０１１」 

  ☆日 時 10 月 29 日（土）・30 日（日）午前 10 時～午後４時半 

  ☆会 場 名古屋市港区 藤前会場・稲永会場 

  ☆内 容 ＣＯＰ10 から１年！＜ライブ＞＜見る＞＜体験＞ 

など多彩な企画を用意 

森の会はブース展示、ワー

クショップで参加します。 

 

森の会も実行委員会の

一員です。是非ご参加

下さい。 

 

森の 森の会はブース展示で参

加します。（事務局にチラ

シ・ポスターなどの資料

があります。       

 



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 

５月末までにため池最下段の連続杭打ち作業が予

定より早く終了しましたので、６月以降の作業を

毎週木曜日のみとし、６月は２日（雨天のため作

業は中止）、９日、16日、23日、30日に行いまし

た。 

６月 28 日には第９回ため池プロジェクト運営

会議が開催されました。ここでは作業日程を８月

までの前期と９月以降の後期に分け、８月までに

終わる作業としては、①池内下段、池内法面の

整備、②橋の足場の整備、③池底土の土捨て場

の設置、④水路整備、⑤池法面、池内の植栽、

⑥池下の土捨て場の整備を予定しました。９月

以降本年度中に完了する残り作業としては、前

期から引き続く水路整備作業のほか、①池底土

の搬出、②池底土の活用、③水路整備、④イノ

シシ柵の設置、⑤桟橋（作業道木橋）の設置を

予定しました。 

 

 この夏も昨年並みの猛暑が予想されましたの

で、８月までに終わる作業をできるだけ７月い

っぱいに終了することを目標にして実施しまし

た。７月の作業は７日、14 日、21 日、28 日に

行いました。この間に池内の植栽、池内流入土

砂搬出先の１つとなる土捨場のシガラミ編み、

ため池下２ヶ所の土捨て場の整備、多度川沿い

のシガラミ整備、池法面の整備と草刈りなどを

予定通り終了することができました。そこで、

８月は定期作業と補足作業をすべて中止し、夏

休みを取ることにしました。８月は予想通りの

猛暑が続き、全国各地で熱中症患者が続出しま

した。夏休みを取ったことは正解であったと思

っております。18日には９月以降の日程調整の

会合を持ち、打ち合わせの後は暑気除けの会を

行いました。 

 

９月の作業は１日、８日、15日、22日に行い、

29日も予定しております。台風シーズンを迎え

ておりますが、今のところ台風による作業中止

はありません。10月から 12月までの作業予定

日は本号巻末に掲載しました。作業の進捗状況

や雨天などによって代替の臨時作業日を設ける

こともあるかと存じます。日程に変更がある場

合には本会のホームページでお知らせします。 

 

10 月以降は、おおむね仕上げの段階に入り、

いよいよ池内流入土の搬出、イノシシ除けワイ

ヤーネット柵の設置、桟橋の設置、水路整備な

ど山場となる作業に取りかかります。ため池に

付随する水路や水田に接する土捨て場のシガラ

ミにも、ため池同様に土留め用の植栽を早い時

期に行う必要があります。土性にあい土留めに

適した植物をご提案いただければ幸いです。 

多くの方々のご協力なしには目標の施工作業

を完遂させることができません。皆様の参加を

お待ちしております。 

た

ため池プロジェクト・施工チーム事務局 

池底の整備

11.06.30 

土捨て場のシ

ガラミ編み 

11.07.10 

土 捨 て

場 の 整

備 

11.07.02 



海上 いま、むかし 
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⑭ 山津波（ヤマツナミ） 

 海上の人たちは地すべりのことをヤマツナミ

（山津波）と呼んでいる。戦後海上離村のきっか

けとなったのが、昭和 32 年８月に起きた山津波で

あった。罹災時幡山中学校の２年生であった私の

姉が次ぎのような作文を残している。 

 

「八月八日の大雤」 ２年 B 組 鈴木洋子 

 今日は朝から雤が降り続いています。私は十時

まで勉強していましたが、あまり雤が降るので勉

強をやめて本を読み始めました。 

 母が「お茶を沸かしてちょう」と言ったので、

私はお茶を沸かし、瓜を取ってきて酢もみにしよ

うと思っていたところ、親戚の曙美ちゃんが「私

もやらせて」と言ったので二人で瓜を取ってきま

した。その時突然祖母が入ってきて、「弘法さんの

下のところが崩れた」と言いました。 

 私は、曙美ちゃんと一緒に見に行ったら、土が

ブドウ畑の上に落ちてきた。母が、「子どもは危な

いで、行ったらいかんにー」と言ったので、私た

ちは家であられを食べていた。その時、田中君代

さんの父、鉄一さんが弟の金松君を連れてきて、

「下のほうが危なくなったので、弟を預かりに来

た」と言った。私たちは、廊下に座っていた。母

親たちは、庭に出て、崩れるところを見に行きま

した。 

 私たちが本を読んでいると、ものすごい音がし

て、小屋の後ろのところが崩れかかりました。私

たちがびっくりしていると、鉄一さんと母が「子

どもはみんな弘法さんにちゃっといけ」と叫んだ

ので、私は金松君を連れて弘法さんに避難しまし

た。そして、下の方を見ていると家の上の山がだ

んだんと崩れていくのがわかりました。私は、ど

うしたらよいかと思うと悲しくなりました。金松

君は「ああまた崩れた、また崩れた」と言って見

ていました。母は、少しばかりのお金をとりに家

に入って行きました。私は「お母ちゃん、はよ出

ていりゃあー！」と叫びました。 

 みんなの母も弘法さんに集まってきて、「おら、

おそがてようおらんわん」と言っていた人、また

「おれの横のおばあさんの家が壊れてきた。おれ、

おそがなっちゃたわん」と言う人もいました。そ

して、男の人や女の人が私の家を見に行ったりし

た。家の後ろの方がだんだん崩れていき、そして

水も多くなっていきました。私はこの様子をじっ

と見ていました。 

 山の方が少し悪くなってきました。母が家の中

へ入る時でした。大人の人達たちが皆下の方に向

かって逃げていくので、裏山の方を見上げたらゴ

ウといって、山が私の家に向かってなぎれてくる

のが見えました。私は驚いて、「お母ちゃん、早く

外へ出や！はよ、はよ！」とひっきりなしに大き

な声で母を呼びました。母はびっくりして、庭の

井戸から下の畑へ飛び降りて逃げていきました。

私はそれを見てほっとしました。 

 山津波は家のところまでまっすぐ来て、柿の木

にぶつかって、今度は便所にぶつかりました。と、

同時にバリバリと便所はくずけていき、今度は焚

き物小屋がバリバリドカンと音をたてて、壊れて

いきました。弘法堂に来ていた御詠歌のおばさん

が私たちに向かって「みんな、レインコートや蓑

を着て、はよ外へ逃げるまわしをせよ」といいま

した。私たちはレインコートを着て逃げるまわし

をしました。そうしたら、向かいの方で、「山が崩

れてきて、家が、ひっしゃけちゃった」と泣いて

いました。私も半分泣きで、立っていました。 

 降り止まなかった雤も、夕方近くになって、や

っと雤間も出てきました。母はご飯や衣服、その

他父のズボンを弘法さんに持ってきたり、父母の

洋服和服など近所の家に預けたりして、忙しそう

に走り回っていました。私は「自分で夏休みの宿

題やいろいろなものを取りに行く」と言ったら、

母は「ええわ、わしが取りに行ってくるで、洋子

は小さい子を見ておらないかん」といっていまし

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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た。私は仕方なく、弘法さんから自分の家の押し

つぶされたところを、見ていました。九州のこと

を思ったり、いろいろなことを考えていたら、母

が、弘法堂のところに持ってきました。 

 私は、母の傍で、母のやることを見ていました。

母は、「まあ、こんなことになるとは、おそがあな

あ」と何度も何度も繰り返していました。私は、

父の帰るのを待っていました。 

 少し薄暗くなってきたころ、父の帰ってくるの

が見えました。私は、「あ、お父ちゃんが帰ってき

た」と言ったら、母も父を見ていました。父は家

の壊れたところを何度も何度も見て回っていまし

た。その時、おおい、おおいと呼ぶ声がしたので、

「お父ちゃん、こっちいりゃあ、はよいりゃあ」

と私も呼びました。祖母が、母に「母ちゃん、気

をつけていきなさあよ」と言いました。父は壊れ

た家の中に入っていきました。母も続けて入って

いきました。 

 やがて、父と母が弘法堂に帰ってきたので、早

速家のことや道のことを聞こうと思って、父に「話

して」と言った時、母が割り込んで、「道がどうな

ったの？」と聞くので、父は「道という道は通れ

ない。道が川になっているところや、50 センチか

ら 60 センチの溝になっているところがある。今日

学校がなくて良かったなあ」と私に言ったので、

私は「そんなに大きいの？」と聞きました。父は

「自転車なんかのれんぞ。歩いていくのがうんと

こさだ」と言いました。私は、崩れた家の中のこ

とを聞きました。「台所は、土砂がきているらしい。

井戸にも、お勝手にも、山が崩れて入りこんでい

る。そうして水が庭や縁の下にたくさん入って、

今までで初めての山津波だよと」と、父が鉄一さ

んに話していました。母は、「今夜は弘法さんで寝

るんやよ。そして明日も寝るんや」と母は興奮し

て言っていました。 

 私は弘法堂に寝床をひいて寝ましたが、目をつ

ぶると木々が家にぶつかるのであまり寝られませ

んでした。そして「海上の人や親戚の人に、明日

はみんなで土を掘ってむらわなくては」「もうどこ

に行っても良いところは無い」と母は言っていま

した。父は、山の傍にある家が一番危ないと言っ

ていました。私は母たちの会話を聞きながら寝ま

したが、「今度雤が降ったら家が危ない」と言った

母の言葉がかすかに聞こえてきました。 （終） 

 

      海上町に残る鈴木宅 

私たちが避難した当時の弘法堂は母屋の北側に

あった。間口２間・奥行き２間半で入り口は西側

にあった。毎月 21 日に海上中全戸が集まってお勤

めが行われた。弘法堂は無事だったが、伊勢湾台

風（昭和 34 年）後に鈴木宇佐美家所有地の現在の

位置に建物は移転した。 

 洋子や私の実家であったこの家は、この災害で

現在建っている旧蔵を残して母屋東側が全壊、戦

後の海上からの挙家離村の第１号となったのであ

る。           （鈴木敏明） 

 

 



森の教室 「森の自然探検」

　森の教室の親子を対象にした「森の自然探検」は３シリーズから
なり、その狙いは自然体験を通じて、主に子どもたちに以下の項目を
実感していただくことです。 
　①「森のふしぎ体験」から森を知り、自然の素晴らしさを感じとる。
　②「森のひみつ基地であそぼう」から森の中には楽しさが一杯ある
 　ことを体感する。
　③「森のきこり体験」からノコギリの使い方にあわせ、森を守る大
 　切さを知る。

　今回は、夏休み終わりの８月28日（日）に約40人の親子が集合して
実施した「森のひみつ基地であそぼう」を紹介します。
◆午前中は自然探検です。
　朝一番「自分メジャーをつくろう」からスタートです。これは自分
の目の高さ、手の広がり、歩幅、手の幅などを知ってもらい、途中で
の「木の高さや木の太さ」を自分の身体のメジャーで簡単に測ろうというものです。

　実際に森の木を抱きかかえ、木を身近なものに感じとりました。
　「木の年輪」では年輪の数を数えたり、この森の生い立ちを調べました。
　海上の森の貴重な「ギフチョウとスズカカンアオイの話」もありました。

◆ひみつ基地づくりとひみつ基地あそびを思いっきりやりました。
　さあ～いくぞ！と皆意気込みながらひみつ基地に入っていきました。
　いよいよひみつ基地づくりです。
　４つのグループに分かれ、「柱はここ」「ハシゴもつくる」とお父さん、
お母さん、おばぁちゃんも我を忘れ、また子どもたちはひみつ基地のカモ
フラージュに一生懸命でした。
　次は、ひみつ基地近くの森の中に「ターザンゴッコ」｢森のブランコ」
「二段掛けロープ」「縄バシゴ」など６つの‘あそび’に時間も忘れ、子
どもたちは全コースを何度も何度も駆け回っていました。

◆参加者の声は、また参加したいと言ってくれました。
・「夏休みの行事で孫と自然を楽しみ、気分が若返り、大変楽しい一日を
過ごすことができました。
・「なかなかできない体験をさせていただきありがとうございました。」
など喜びの声をたくさん聞くことができました。
スタッフ一同、これらの声に疲れが飛びました。

☆～感想～☆
　一日暑い中で、山で遊んでお疲れのところ、事務所に寄っ
てくれたお二人にお話を聞きました。
　今日はとても楽しくておもしろかった。参加の子供たちが
小さかったので心配したけどみんな一生懸命遊んでて良かっ
た。メジャーでいろいろ測るときは算数ができないといけな
いな、などと思ったそうです。
　山で遊ぶのは、いろんな事を知っていないといけないから
勉強もしないとな、などと二人で話していたのが印象的でし
た。
　早川君兄弟、ありがとうございました。

森の教室「森の自然探検」チラシタイトル 

自然探検の数々 

ひみつ基地づくり ターザンゴッコ 

縄バシゴ 

今回参加した早川くん兄弟 
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＜自然観察グループ＞ 

                            グループリーダー：曽我部 紀夫 

 暑い夏も朝夕の涼しさで終わりを感じる季節と

なりました。暑さと共に今年も森の枯木が目立つ

ようになりました。コナラ、アベマキ、フモトミ

ズナラ（モンゴリナラ）の虫食いによる立枯れで

す。 

海上の森では５年位前からカシノナガキクイム

シによるコナラ等の立枯れ（ナラ枯れ）が出始め、

どんどん拡大しています。ただ枯木の数は去年よ

り今年のほうが減っているようです。ナラ枯れが

終息していけば良いのですが…。 

今年の夏の虫で特徴的なのはタマムシが非常に

多くなっていることです。去年までは夏シーズン

の調査観察では数匹出会えていたのが、今年はほ

ぼ毎週見られ、もう数十匹出会っています。 

緑色に輝くタマムシが飛んでいるのは感動です。 

 

海上の森で調査を始めてから蝶の種類がだんだ

ん多くなってきています（私たちの知識が増えた

のか？）。これからももっと色々な蝶に出会えると

良いですが。 

鳥ではサンコウチョウの営巣を見ることができ

ました。残念ながらその巣では成鳥になることが

ありませんでした。来年は無事に成鳥になること

を期待します。 

海上の森での稀尐植物についてはあいち海上の

森センターに説明し、囲いをしてもらっています。 

自然観察グループの調査は毎週木曜日９時３０

分から１４時頃まで行なっています。海上の森の

会の会員は誰でも参加できますので海上の森駐車

場に来てください。 

 

 ＜海上の森ツアーグループ＞ 

        グループリーダー：山本 征弘 

海上の森生物多様性ツアーは６月 25日に「海上

の森を楽しむ会」の皆様約 20名を案内しました。

真夏並みの暑さの中、篠田池方面へ向かいました。

道筋には早くもキハギが咲いていました。森では

イワガラミが、湿地ではカキランの花が見られま

した。暑さに尐しバテながらも自然を満喫しなが

ら和気藹々の一日を過ごしました。 

８月９日には名古屋市主催「自然探険隊」の皆

様約 35名を案内しました。小、中学生が主体で高

校生が尐し交じる元気な方々でした。吉田川沿い

ではアキノタムラソウが里ではセンニンソウが咲

いていました。屋戸湿地では日本一小さいハッチ

ョウトンボを見て皆さん感激していました。海上

砂防池ではコムラサキが人のシャツに止り汗を吸

う姿が見え熱心にビデオを撮る人もいました。

色々な体験が出来皆さん満足げの様子でした。 

今後も随時ツアー希望の団体を案内いします。ご

希望の団体があればお知らせ下さい。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

希尐植物の囲い 

 

８月９日名古

屋市教育委員

会による自然

探険隊 

美しいタマムシ 
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＜森の再生グループ＞ 

        グループリーダー：平野 幸治 

９月より本格的な間伐作業に入ります。10月以

降は各グループの活動、イベントも多くあります

が、各員には調整をして頂き、森の再生Ｇの活動

に１人でも多くの参加を心より希望します。 

主な活動は次の通りです。 

・ため池修景作業用の杭、架橋用の丸太の伐り出

し作業：第１・第２週土曜。第２・第４週火曜日。 

・企業連携の間伐作業に対する指導、協働。 

・森の再生Ｇの自主活動（一般の立ち入り禁止に

つき）間伐フィールド内の作業路の草刈り、手入

は８月末に完了しています。 

さあ、後期の作業も「安全第一」に、楽しく、

成果の見られる活動をしましょう。 

 

＜里のくらしグループ＞ 

      グループリーダー：出口 なほ子 

 ７月２日（土）農休みのお話とホタル観賞会 

この日は「森っ子クラブ」の皆さんに声をか

け、にぎやかに実施。大人 37 名（内会員 11名）・

子供 18 名。 

地元の鈴木敏明さんに「農休み」の昔話をし

ていただきました。農休みにかぎらず、里では

何か行事があるごとに「ぼた餅」を作っていた

ということですので、センターでいただいたも

ち米２升でぼた餅を作りおやつかわりに皆さん

で食べました。 

 
ホタルは、ヘイケボタルが休耕田に沢山飛び

交っていました。数にすれば 100匹近かったと

思います。ゲンジボタルは、今年は５～６匹し

かいませんでした。ため池の作業で生息域に尐

し影響があったのではないかと思います。でも

０ではありませんでしたので来年に希望を持ち

たいと思います。 

９月 11日（日）中秋の月見 

この日は「せともの祭り」と同じ日だったた

めか参加者が尐しでした。でも「山菜おこわ」

「月見団子」として餅をつきました。さんまも

焼いて秋をあじわいました。昼間尐し雨がぱら

つきましたが、その後良く晴れすばらしいお月

見でした。尐し静かな会になってしまいました

ので例年通りお客様をお迎えして楽しくした方

がよかったかと反省しています。来年度に向け

て早めに対策を講じたいと思います。 

 

＜里の教室＞              

グループリーダー 藤野昌之 

「里の教室」は８月 21 日に第６回を終えた。

今年の特徴は何と言っても３月 11 日の東日本

大震災による電力不足。休日が土・日から平日

となった企業が現れ、その影響で３家族 11名が

参加を辞退された事。また、天候が不順で開催

日を変更したのが１日、自主参加日を決定後中

止にしたのが１日となった。 

作柄は今のところ順調に推移しているが、こ

れからの台風の影響を心配している。 

秋の収穫として米、サツマイモ、里芋、ジャ

ガイモ、ソバと目白押しだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

芽 を 出 し

たソバ 

昔の写真を

見せて頂き

ました。 
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＜親子野遊びグループ（森ツ子クラブ）＞ 

       グループリーダー：大澤 秀文 

◆今年の夏はたいへん蒸し暑い日が多く、また

笹の成長も早く森ッ子クラブ｢あそび村」広場の

笹刈りを暑い中で何回か実施しました。そして

待望の総ヒノキの大きなテーブルを設置しまし

た。尐しずつ広場らしくなっています。 

 

◆７月２日真っ暗闇の中でホタルを観賞して楽

しみました。時々懐中電灯を足もとに照らし夜

の冒険です。 

いっぱいホタルが見え感激でした。 

◆10月 29日（土）は９月の台風でできなかった

裏山へのひみつ基地づくりやドングリあそびを予

定しています 

 

 

足もとを照らし、ホタルを見る。忙しいね。 

 

 

＜サテライト維持管理グループ＞              

          グループリーダー：三輪 邦夫 

６月 25 日（土）午前中９名の出席、７月 23

日（土）午前中 7 名の出席で里山サテライトの

草取りと垣根の掃除を行ないました。蒸し暑い

中、ご苦労さまでした。時々水分を補給し熱中

症に気をつけながらの作業、休憩時間は昔話に

盛り上がりました。 

 

９月 10日（土）のせともの祭の日でしたが朝８

時から作業開始、周辺の草刈り（草刈り機４台）

庭の草刈りなど午前中 12 名が参加しました。 

 

        

  平成 23年・収穫感謝祭のお知らせ 

 

日時：11月 20日（日） 

   受付 10：00～ 

    

場所：里山サテライトで受付＆作業と飲食 

費用：大人・・500 円 

   小学生・200 円 

   小学生未満・無料 

もちもの：食器・飲料水 

  

 詳しい案内は後日、ＨＰに掲載します。 

 

                                   

立派なヒノキ

のテーブル 
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＜10月～12月のグループの活動予定＞ 

森の再生グループ 

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

10 月 1日（土）4（火） 

15日 (土）18（火） 

9：00～ 

 

製材小屋 

 

間伐作業 

 

弁当・飲料水 

 

11 月 5日（土）8日（火） 

19（土）23（火） 

〃 〃 間伐作業 

 

弁当・飲料水 

12 月 3（土）6（火） 

17（土） 

  間伐作業 

 

弁当・飲料水 

里の再生グループ・スタッフ作業日 

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

10 月 5日（水）・22日（土） 9：00～15：00 サテライト 農作業 お弁当・飲料水 

11 月 2日（水）・26日（土） 12月 7日（水）・24日（土） 

里の教室・スタッフ作業日  

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

10 月 12日（水）・26日（水） 9：00～15：00 サテライト 農作業 お弁当・飲料水 

11 月 ９日（水）・23日（水） 12月  14 日（水）・28日（水） 

ため池施行チーム 

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

10

月 

6日（木・補）・13日（木・定例） 

20日（木・補）・27日（木・定例） 

9：00～

15：00 

入口駐車場 ため池の

修景作業 

お弁当・飲料水 

11

月 

3日（木・補）・10日（木・定例） 

17日（木・補）・24日（木・定例） 

12

月 

1日（木・補）・8日（木・定例） 

15 日（木・補）・22日（木・定例） 

里のくらしグループ 

活動予定日 11月 13日（日）収穫祭用の竹食器づくり 詳しくはＨＰに、後日、掲載いた

します。   〃 12月 23日（日）里山サテライトで正月準備と大掃除 

 

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」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 

森の会への連絡はメール・ＦＡＸ・〒でお送り下さい。

編集後記 

 日ごろのちょっとした意識で自然に

貢献できる、海上の森の会です。気軽

に環境保全活動ができるしくみ。 

 企業、個人に代わって環境保全活動

を行います。毎日のちょっとした活動

の積み重ねがより良い自然環境を作り

ます。未来の子供達の為に（石神栄治） 

mailto:moronokai2004@kxa.biglobe.ne.jp



