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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。 

 

1/21.22ものづくりで竹炭焼き 
2/25生物多様性ツアー 

2/18森の教室人工林の間伐作業 3/27ため池施行チーム作業道木橋の完成 2/4里山のものづくり 

1/9里のくらし Gどんど焼き 森の再生グループの作業エリア 里の再生での堆肥つくり 

里づくりグループ溝切り 

海上の森だより 25号 

ため池再生への取り組み      P2.3.4 

ため池プロジェクト・報告     P5 

あいち森と緑づくり 実施報告書  P6.7 

海上 いま むかし        P8 

グループ報告           P9.10.11 

4月～6月の活動予定        P12 

海上の森の自然ノート       別刷 

 

 

シリーズ「海上歳時記」に代わり、自然環

境調査グループのみなさんの「海上の森の

自然ノート」を連載します。保存資料とし

て活用下さい。 

最新情報は

HPで！ 
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              寺岡 靖介 

 1945年の敗戦、戦後の復興、工業立国としての

新たな国づくり、農業を中心とした社会からもの

を中心とした社会への移行、昭和 30年代後半以降

の高度成長と公害、自然破壊、食糧自給率の低下、

放棄された里山・棚田・ため池・水路、いつもそ

こにあった自然が、ビオトープが無くなっていた。 

 この間 50年、昔の風景はどこへやら、コンクリ

ートで固められた土留め、人の心の疲弊、犯罪の

増加、絶滅種ほか今日の日本人は心の故郷を求め

て、先ず昔のものの見直し、再現にとりかかって

いる。 

ため池再生への動き―ため池勉強会の立ち上げ 

 伊藤良吉氏が中心となり、平成 17年 11月に「た

め池をつくろう」をスローガンに、まず古くから

あったため池の現況確認調査から始まった。平成

19年 10月 30日ため池復旧工事現場（豊田市北一

色町山ノ神地区）見学会を経て、同年 10月 17日

第１回ため池勉強会を立ち上げ、その後第７回（平

成 21年２月７日）まで続き、その後のプロジェク

トチームに移行した。 

地元意志確認機関としての運営会議 

 センター・森の会・地元地権者の構成で第１回

（平成 21年５月 13日）から、第 10回（同 23年

11 月 16 日）運営会議が諸問題検討の意志確認を

行ってきた。この中で下田の利用と管理検討会（主

管鈴木五男氏）が 40年以上に亘って放棄されてき

た下田地区の水田の利活用が検討され、その方向

づけとして第１案（平成 21年８月 24日）が、さ

らにその修正案としての第２案（同年９月 17 日）

が発表されたが植栽種（特に畑地）の調整がつか

ず、結局棚田（稲作）の復旧の方針がセンターか

ら示された。 

ため池の具体的設計始まる 

 センターでため池の復旧のための具体的設計が

始まり第１案が纏められた（平成 21 年 10 月 20

日）。運営委員会で検討、地元の要望として「基本

方針５項目」が提示された。 

1. 今のままの自然を残すこと 

2. ダム形式の池は造らないこと 

3. 池内の波消し、浸食防止措置の設置 

4. ハガネ土の搗き固め、水路の再生、魚道の設

営 

5. 生きものの棲みやすい植生、地域ビオトーづ

くり 

 第２案（最終案）が示されたが（同年 11 月 19

日）予想以上の大工事で地元要望５項目とは程遠

いものになりました。 

工事着工 

 センターからの説明としては「池等の設計基準」

を充たすものとした設計結果、これ以上の変更は

できない。予算もついたし年度内完成、工期も少

ないので一日も早く着工（同年 12月）ということ

で地元業者により工事は始まり、翌年３月末に完

成した。 

完成した池の４～５月の状況 

完成したため池に草木のない法面、「何を造られ

るのですか？」と入山者。「これで本当に良いの

か？」地元の不安は隠せない。なたね雨から本格

的な梅雨入り、雨毎に変わる様相、センター所長

も交代したこの時期に日刊紙が写真報道した。雨

水の影響を受けていない頃の写真報道したのが中

日新聞。雨水の影響を受けつつある頃の写真報道

を朝日新聞が―少しの期間の変化差がかくも大き

かったことが２つの写真で分かるのです。ハイカ

ーも立ち止まってこの風景を見入ることが多くな

った。そのさなか、某大学名誉教授の直接土留工

事の申し出もあった。 

池内流入土砂予防措置始まる 

 センターが独自で、土嚢による雨水の池内流入

を防いでいた。センター所長・職員の余部さん・

私の３人で雨の中、下田の放置田に自生成長した

草を根ごとブロック状（50×20×10㎝）に採取し、

土嚢の代りに押さえとして植草・流水の防止措置
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をとった。これが、その後のため池プロジェクト

実行委員会・施工チーム検討会の原形となった。 

問題点の抽出・措置方法の検討 

 運営委員会に諮る前に、本格的な措置の仕方・

方法の検討に入った頃、既設道路側の法面勾配緩

和の為に張り付けられた掘削土砂（土砂改良土）

が滑り、法面に亀裂（Ｌ＝12～13ｍ・Ｗ＝５～７

ｍ・Ｄ＝１ｍ以上）が走り、措置する間もなく新

たに堰堤に２か所、北詰の土留めにも滑り現象が

地表に現れた。これにシート（青色）を張り雨水

流入防護措置を採った。 

 センターとしても早急な予算対策も難しく、技

術的な検討にも時間を要することから、理に叶っ

た昔からの方法で、私の纏めた具体策 20項目をタ

タキ台として提案した。センターの内諾を得、運

営委員会に図り、承諾を得て実行することとなっ

た。 

この内容の主なものは 

① 土木工事の現状の補正・補修と、本来の修景

を「修景工事」として行うこと、土留には昔

からの工法である「柵（シガラミ）」＝竹と杭

との編みもので対応。浸食防止には昔ながら

の植草ブロックの貼り付けと竹串押さえで対

応。安全で草刈りの出来るように法面に段差

づくり。水際の波消しと点検道の土留として

連続杭工法を採用することにした。 

② 「地産・地消」 杭材は間伐材で、竹材は地

元個人の竹藪からの４年物・真竹の切り出し、

予算「０」であることから工場製品、特に化

学製品は一切使わないことで対応する。 

③ 「ダムの解消」 元々池上部にあった水路の

復元と魚道の新設、余水・洪水吐、流砂の池

内流入防止措置など昔からの工法採用で対応

する。 

④ 「堰堤内の波消し」は、厳島神社方式の応用

で堤法面には植草ブロックの貼り付けで土手

の浸食を防止する。 

⑤ 水の浄化「ウルメキ色」として「水に酸素の

供給」、音羽の滝、添水（そうず）、水車、噴

水をつくる。 

⑥ 池の色々な形態、稲井・溝池・ツボ池・皿池

を設置する。 

⑦ 本来のアートとしての修景、修景工事の基本

は植草・植樹、背景の山脈（ヤマナミ）の美、

林立の美、黄金値、一幅の絵のような仕様と

仕上げ、結果としての地域ビオトープづくり、

コウノトリの再来を。 

⑧ 山仕事での入山や材の搬出用「棧橋」の再現

（修景のポイントとしての再現です）。 

⑨ 堰堤の「ハガネ入れ」の状況調査。池内床盤

土壌改良状況調査。道路法面土留の土壌改良

状況調査。土壌改良の範囲、程度、均一性の

調査。以上は結果による対策が必要。 

⑩ 搬出「土捨て場の措置」。多度川上流の水路の

確定。流水の安定化。水路床盤の流砂移動防

止対策。洪水余水吐け、排水用ヒューム管出

口の洗掘防止（牛という）の措置。土性に合

う植生種の選定。種の特性が活用できる植栽。

理に叶った昔からの管理方法での維持他。 

修景工事始まる 

 運営会議でこれらの確認が得られたので、修景

工事の名のもとに行う土木工事の修正、補修工事

の調整役として伊藤良吉氏が当たる。材の供給・

杭（2292本）の伐り出しや竹（180本）の切り出

しを森づくりグループが、下田からの植草ブロッ

ク（2147ピース）の切り出しは里づくりグループ

で行うことになった。工法全般指導プロジェクト

リーダーとして私（寺岡）が担当、森の会は全体

を掌握、センターは全面指導の協力を、パートナ

ーシップ体制で発足した。 

ため池プロジェクト実行委員会（７人会）・施工チ

ーム検討会 

 平成 22年７月６日の検討会で立ち上げ決定、７

月 14日本格的な修復作業に取り掛かった。杭の穂

先加工、竹割り（四ツ割）、シガラミ編み（延べ

364ｍ）、土の滑り止め用杭打ち、植草ブロック貼
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りと竹串での固定など、施工チーム登録 20名が中

心となって、猛暑の中あるいは厳寒の中で黙々と

汗と泥にまみれて作業した。地元の全面協力（一

部反対者）で同 24年３月の完成を瞼に浮かべなが

ら、初めての作業乍良く頑張ったものである。こ

の人工(ニンク）延べ 167日・962人に達した。 

工事終了 

 シガラミの補強材としてのヤナギ（H２ｍ）や

その穂木の挿し木、ツボ池・皿池・溝池、音羽の

滝・添水・噴水・カメの甲羅干し台、水路・魚道

の新設、流入土の搬出などの作業は３月 20日に全

て完了、橋の建設も同 22日に完了、清掃完了した

のは同 28日であった。１年８カ月にわたる修復・

修景工事は幕を下ろした。本当にご苦労様でした。

リーダーとして感謝、感謝！ 

 

これからのこと 

 修景工事の名の下に行った土木工事の補正・補

修は所期の目的を達したが、土留の補強・本来の

修景工事―植草・植樹（魚付き樹）、記念樹など何

一つできなかったことは残念でなりません。 

工事中思い出されるのは、同じ森の会の会員で

あり乍らこの修景工事の本質も分かってもらえず

の怒声を上げる不協和音、「鉢植えキ・ショウブの

あと 1 週間待っての猶予も認めず「強制撤去」な

ど種々の横ヤリ。土留補強に必要な最低限の植生

種の調整も出来なかったこと、「下田の利用管理案」

耕作種の拒否も含め、平成 22年 3月完成とされた

何の植栽も無い前代未聞の「全裸の状態のため池」

を完成とせざるを得なかった当時のセンター長の

心情は察するに余りあるものがあります。遠く瀬

戸の禿山が後世の語り草となり、「外国人」の手に

より復元されたことを聞くに及んで、瀬戸地方に

はず～と昔からこのような流れのあることがおぼ

ろげに分かった気が致す思いです。この様に考え、

自分に言い聞かせ心をなごませております。 

 「本当の意味の修景」が実現出来るのはいつな

のか？多くのボランティア参加者に申し訳なく思

うと同時に「この仕事は何だったのか？」と思っ

ております。しかし、参加者には少しでも「つく

ることの喜び」も感じていただいたのではないか

とも思っております。 

これからのため池との付き合い方法、規則づくり 

 地域ビオトープとの付き合い、担い手は昔の様

に何といっても地元の方々です。100～1000 年こ

れからの付き合い、維持管理長く続きます。 

 キ・ショウブ他すべての生物にも生きる権利が

ある筈です。外来種・渡来種など様々な分け方が

ありますが、キ・ショウブは江戸末期に渡来、敗

戦まで 78年間何事もなく、敗戦から 66年の今こ

の始末は、この差は何なのか？「維持・管理」の

問題です。50年余りちっとも管理せず、放ってお

いたのです。人が持ち込んだのだから、もっとき

ちっと管理し、維持しておくことが必要ではない

のですか？ 

 この事をよく理解して、伝えて行かなければな

りません。この意味からも、是非「維持・管理規

定」を作成し、「その心と技術」を伝えて行かねば

ならないのです。 

 途中で迷った場合は「原点に戻れ」と言われて

きました。原点とは完了時です。原点の規定を明

確にしておかなくてはなりません。この１年８カ

月余り共に苦労をした者を中心に規則原案づくり

を呼び掛けたいと思います。いずれにせよ、あの

裸の状態から少しは脱却出来たと思うし、昔から

の技術の伝承も少しは出来たかと思われます。 

 再生され、現代風にアレンジされた池を見に来

て下さい。「皆様の正当」な評価を待ちます。最後

にこの仕事のリーダーを務めさせていただいたこ

とに感謝し、筆を終じます、有難うございました。

（詳しい施工記録が出来上がったら目を通して下

さい。） 

（平成 24 年春弥生 工法全般指導プロジェクト

リーダー・テラオカ 79歳記） 
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「ため池プロジェクト運営会議」のなかに実行

委員会ができ、「うるめきの池」（ため池）の修景

作業が開始されたのは平成 22年７月のことでし

た。10月以降はスタッフ登録された施工チームに

寄って作業を進めることになりました。。 

「うるめきの池」修景作業は本年３月 28日をも

ちまして完了しました。この間、猛暑での作業、

厳寒期の作業と、修景作業は、名は麗しいのです

が、作業そのものは決して楽なものではありませ

んでした。これまでの作業を振り返るために、た

め池勉強会以来おつきあい頂いた堀圭子さんと施

工チーム結成以来参加された岡井久男さんのお二

人にご感想を伺ってみました。 

 堀さんは 「森の会に入会した頃、会合の度に

訪れる里山サテライトが古民家再生プロジェクト

の皆さんの力で移築されたことを知り、皆さん本

当に楽しそうで、うらやましく思ったものでした。

こうした機会があれば是非参加したいと願ってい

たところにため池プロジェクトの話が持ち上がり

ました。参加してみますと、土捨て、丸太運びな

どは、炎天下では大変きつい作業でした。でも、

終わると爽快で一杯でした。私の好きな作業はシ

ガラミ作りです。 

 

編み上げた青竹の美しさはミニ棚田の風景さなが

らでした。これからもため池の補修作業があると

きはできる限り参加していきたいです。また、た

め池の植物、昆虫などの観察会が年に何回か開か

れたらいいなあと思います。海上の森になじんで

いくため池を見るのがこれからの楽しみです」と 

 

子どもの行く末を楽しみにする母親のように、た

め池を見る時の眼差しがすずしげでした。 

岡井さんは 「施工チームの方のお誘いがあり、

〈水〉について少し興味を持っていましたので、

気楽な気持ちで参加させて頂きました。最初は道

具の名称も使い方も分からず不安でしたが、皆さ

んからは基本的なことから教えて頂き、何とか作

業について行くことができるようになりました。

作業が進むにつれて、ため池の修景が整っていく

のがとても楽しく、「人間の力」「人の和」のす

ごさも感じました。多くの方と出会い、顔見知り

になり、ため池を通して先人の知恵を学ぶよい体

験ができたことに感謝しています。ため池の今後

が楽しみです。補修などの機会があればまた参加

させて頂きたいと思っております」といって、明

日のため池に思いをはせておられました。 

 

完成を楽しみにしておられた加藤光之さんが病

に冒され、作業完了の翌日に永眠されたことは残

念でなりませんが、それでも２年度に及ぶこの長

丁場を無事乗り切れたことは奇跡にも近いことだ

というのが実感です。完成前日の 27日には、セン

ター所長の佐竹政利さんと所長代理の西村継博さ

んにもため池にお越し頂き、作業完了の現場確認

をしてもらいました。施工チームは解散しますが、

ため池の保全活動（草刈り、剪定、何年かに１度

行う流入土の搬出など）がこれからも行われます。

センターとの話し合いで、保全作業の日時が決ま

れば、皆さんにご連絡させて頂きます。長い間、

おつきあい頂き、厚く御礼申し上げます。今後と

も、ため池の保全にお力添えをお願い致します。 

（ため池プロジェクト・施工チーム事務局） 

木橋の込み栓を

作る岡井さん 

イノシシ除

けネット柵

を設置する

堀さん 
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特定非営利活動法人 海上の森の会 理事長 福田澄夫 

 

１ 事業区分  環境保全活動 

２ 取り組みの名称 海上の森と里の保全活動 

３ 交付金  

応募額 791.990円  交付決定額  791.990円  決算額  791.990円 

４ 事業結果の概要 

① 森の保全のため、森の再生グループを中心に年間 23回の除間伐、昨年に引き続 

いてため池の杭材料の伐り出しに努力した。 

② 里の再生のため、里づくりグループを中心に、年間26回の活動で水路の復元や改修作業を実施。

昨年に引き続いて植草ブロックの切り取りに協力。 

③ 築造されたため池の修景作業のため、ため池施工グループを中心に年間 36回の作業を上記グル

ープの協力で実施。 

④ 海上の森の自然環境を調査するため、自然観察調査グループを中心に年間 30回の継続的な観察

を行い、その観察データを蓄積している。近々製本して発刊を予定。 

５ 事業実施による効果 

   上記４グループ活動でそれぞれが実績・効果を挙げたのと同時に、他のグループとも有機的なコ

ラボレーションを果たす中で、海上の森や里の保全や維持・管理がなされたと確信します。 

６ 収支決算書 

（１） 収入の部（単位：円） 

  ① 県交付金           予算額 791,990  決算額 791,990 

② 自己負担金          予算額    0  決算額   395 

  合計             予算額 791,990  決算額 792,385 

（２） 支出の部（単位：円） 

  ① 活動のための交通費  予算額 553,490  決算額 553,885 

    ② 消耗品・資材・用具費 予算額 199,500  決算額 199,500 

  ③ 広報・印刷費     予算額  39,000  決算額  39,000 

    合計         予算額 791,990  決算額 792,385 

７ アンケート 

   回答者（４グループ合計） 男 49名  女 ８名  合計 57名 

   Q1この取組みに参加する前に比べ、森と緑の重要性についての理解は 

① 大変深まった 50人（88％）  理由（略） 

② 少し深まった ６人（10.5％） 理由（略） 

③ あまり深まらなかった １人（1.5％） 理由（略） 

 Q2 今後ともこうした取り組みに参加したいですか 

① 参加したい 54人（98％） 理由（略） 

② 参加したくない １人（２％）  理由（略） 
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Q3 その他、自由にご意見、ご感想をお聞かせ下さい。 

・間伐後の山を見ると地面が明るくなり、我々の効果が実感できた。 

・学生が参加して興味をもってくれたので、若い人の参加を期待したい。 

・行政のみでなく、市民ももっと多く参加して欲しい。（以上森 G） 

・自然との共生は大変な労力が必要であり、できるかぎり参加したい。 

・柿畑は竹や雑草に覆われていた。今は陽が差し込み見違えるようになりました。継続しなくてはと

思います。 

・多くの人に声をかけ、市民一体で進めてほしい。（以上里 G） 

・ため池修景作業を通じ、自然と人との付き合いを学ぶ事ができた。 

・放置されていた旧水田が美しいため池に再生しつつあり、感激しました。 

・退職後をどのように過ごすか思いあぐねていた矢先、新たな生きがいを見つけた。（以上池 G） 

・フィールドの自然を理解することなしに森の保全は考えられない。行政の担当者及び管理者はフ

ィールドの自然観察をして、保全を計画して欲しい。 

・環境税を森の手入れ（植林の間伐）などに有効に使って欲しい。（以上自然 G） 

 

活動状況 

【森の再生グループ】 【里の再生グループ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間伐、搬出（ロープで下の置き場に下ろす） 

 

田の草取り 

【ため池施工チーム】 【自然環境調査グループ】 

 

ため池の修景作業（池内の土砂排出作業） 

持続的な観察と保全活動 

（スミレサイシンの草刈り作業） 

 



海上 いま むかし 
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⑯土地に刻まれた先祖たち 

会報 21号の「⑫海上のソンデ」で見てきま

したように、ソンデに象徴されるオクヤマ（奥

山）が公有地であったのに対し、ソンデの手

前のセドヤマ（屋敷の裏山＝里山）や耕地は

個人所有地になっていました。戦前の海上で

は、屋敷に接するセドヤマやヤシタ（屋敷前）

の耕地（その多くが水田）はその屋敷に属し、

屋敷を売買するときには屋敷続きのセドヤマ

と屋敷前の耕地が付いていたということです。

屋敷の開発と生活資源を得るためのセドヤマ

の利用、ヤシタの耕地開発が同時におこなわ

れていたからでしょう。 

放棄された屋敷跡はモトヤシキ（元屋敷）

と呼ばれました。屋敷と屋敷続きの土地が

放棄され、その後も新たな入居者がいなけ

ればヤブ（薮）になりますが、そこは三之助

薮、長左衛門薮などと呼ばれ、元の所有者

の名前がいつまでもその地に残りました。 

 土地に人名が付くのは屋敷地ばかりでは

ありませんでした。セドヤマに特定の山名

が付くことはまれで、北屋敷の鉄五郎山、

松五郎山、長左衛門山、東畑の長右衛門山

など個人名で呼ばれていました。個人名の

付いた山は売買によって所有者が代わって

も、名前を変えることはなかったといいま

す。これらの地名は家屋敷や耕地、山林の

開発者を重視する命名法によるものとして

注目されます。 

海上では、ある屋敷が栄えないと、先祖

に何かあったのではないかと案じ、占い師、

祈祷師に占ってもらうことがよくありまし

た。ある家によくないことが続いたので、

御嶽行者に拝んでもらったところ、先祖が

古い塚をないがしろにしたから祟ったのだ

といわれ、屋敷の裏山に石塔を建立して塚

の霊を供養し、屋敷地も別の場所に移しま

した。ここでは移転前の屋敷地を元屋敷と

呼び、特別な意味を持つ場所として手を加

えないようにしていました。 

山津波や獣害に悩まされる山地や水害に

悩まされる河川下流域の平地では、未開の

土地を切り拓き屋敷を構えて、家の永続を

図ることは大いなる夢ではありましたが、

それはきわめて困難なことでもありました。

そうした土地の開発者の血と汗のにじむよ

うな労苦の記憶がいつまでも土地に刻まれ

るのが開発先祖、屋敷先祖の観念です。こ

のような観念は、ことに濃尾平野とその隣

接丘陵地・山地で強く、後にその跡地に入

植し、屋敷を構える場合には、開発先祖、

屋敷先祖の霊を祀らなければ、家に障りが

出るとまで見られている所もありました。

幾星霜を経て、たとえ所有者が代わっても、

この観念が変わることはありませんでした。

機械化が進む以前の開発は簡単にできるも

のではありません。そうした開発者の遺志

でもある熱き思いが子々孫々、さらには新

たな所有者にまで脈々と受け継がれていま

した。法務局が受理する登記上の所有とは

別に、開発者こそ土地の所有者であるとす

る潜在的な土地の所有観念があったことに

なります。そして、開発地が放棄されると、

一旦は主人を持たない「無主の土地」となり、

本然的には本来の主人が「自然」に戻ったこ

とになります。開発はまさに人と自然との

相克の中にありました。 

 

鉄五郎山（サテライトの背後の山） 

 参考文献：『海上の森の自然史』（あいち

海上の森センター、平成 19年） （伊藤良吉） 
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＜自然環境調査グループ＞ 

 グループリーダー：曽我部 紀夫     

今冬は例年に比べて寒さが厳しく、また寒い日 

が続きました。 

いままで四ッ沢の笹が生い茂って、従来在った

草花が見られなくなってきました。気がかりであ

った四ッ沢の笹刈りを海上の森センターに提案し、

一緒に 1 月 26 日行いました。センター所長自ら草

刈り機で頑張られるので我々も手を抜く訳にはい

きませんでした。 

2 月には雪も降りましたが、調査日の９日はそ

の雪上をニホンリスが歩いていました。写真がそ

のニホンリスの足跡です。雪の日でも楽しい発見

があるものです。 

 

 

 

 

 

 

この寒い日が続いたため草木の花も昨年に比べ

て 10〜15 日程度遅い状態です。しかし 3 月中旬

にはスミレが咲き始めました。 

写真は葵の形の葉をしたアオイスミレです。 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度の活動を振り返ってみると、毎週木曜

日に生物季節調査は継続実施した。 

＊スミレサイシン自生地、屋戸湿地は自然環境課

職員と協働で草刈りを実施した。   

＊あらたに 四ッ沢の笹刈りを海上の森センター

と一緒に実施した。 

ささやかではありますが保全の一助となっている

のかと考えております。 

＜森の再生グループ＞ 

       グループリーダー：平野 幸治 

 １月７日（土）初出の日に作業エリアのアカマ

ツの下で、例年実施しております安全祈願際をお

こないました。参加者 14 名で本年度の作業が無事

行えますよう祈願致しました。ため池プロジェク

トから要請のありました桟橋の間伐材（必要本数

計 296 本）は雨天で４日中止しましたが、長尺の

ロープを事務局で購入して頂き、尾根近くより運

び（約 60 本）全ての本数を引き渡しました。又企

業連携の間伐体験のための指導者派遣は計 4 回、

延 16 名が指導のため対応致しました。 

 

安全祈願を終えた【森の再生 G】の面々H24.1/7 

 

＜里のくらしグループ＞ 

グループリーダー：出口 なほ子 

4 月のおひな祭りから始まり、滞りなく年間活

動が皆さんの協力のもとできました。参加人数も

前年より増えてきております。サテライト管理グ

ループと一緒にサテライト内の倉庫の整理、展示

室の整理等長年の思いがかなえられたことは喜ば

しいことでした。 

 今までは建物の東側に薪を置いていましたが、1

月にはすばらしい薪置き場が西側に完成しました。

皆さんの協力の賜物と感謝しております。 

 

ニホンリス

の足跡 

サテライト西

側に作られた

薪置き場 

アオイスミレ 
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24 年度に参加者の皆さんと昔里で行っていた

「わらじ」作り、遊び道具としていた「お手玉」

「羽子板」作り、等一つ一つ取り組んでいこうか

と思っています。最初は「わらじ」作りです。そ

の都度お知らせいます、おたのしみに。 

 

＜里の教室＞ 

       グループリーダー：藤野 昌之 

23 年度の応募者は 206 名で、抽選の結果、118

名を参加者と決定した。決定後東日本大震災によ

り節電で日曜日の参加ができなくなった２家族が

キャンセルされた。又、天候不順で開催日を変更

したり。当日予定していた作業からサテライトで

座学に変更した日もあったが、作物の出来具合は

平年以上となった。怪我もなく１０回の教室も無

事終了した。 

日程 

回 開催日 参加者数 主な作業内容 

１ 5/22 91 名 説明とサツマイモ植え付け 

２ 6/5 83 名 田植え 

３ 6/19 66 名 夏野菜管理 

（5/29 の変更日） 

４ 7/3 86 名 田の草取り、夏野菜管理 

５ 7/24 58 名 夏野菜管理 

６ 8/21 59 名 サテライトで座学 

（ソバの種まきを変更） 

７ 9/25 86 名 サツマイモの収穫 

８ 10/2 64 名 稲刈り 

９ 11/6 48 名 里芋の収穫 

10 11/20 97 名 収穫感謝祭 

 

＜野あそびグループ＞（森っ子クラブ）１

～3月活動報告 

    グループリーダー：大澤 秀文 

冬の森で春を見つけ、枝笛づくりに楽しむ 

森っ子クラブは、２月 26 日（日）に少し寒い日

でしたが、今年度最後の活動をしました。 

 朝一番に「冬の森の春さがし」をテーマにフィ

ールドビンゴをしました。16 個のマス目に書かれ

た‘白い花’‘匂う葉っぱ’など探しながら森ッ子

クラブ「あそび村」までゲーム遊びです。途中で

はヤママユや鳥の巣、面白い冬芽を見て感激しま

した。「あそび村」広場では、ヒノキ・サクラ・カ

シノキなどの小枝で『枝笛づくり』をしました。

音の出し方の‘こつ’を覚えると大きな音が出て、

我一番とばかり音づくりに一生懸命でした。  

 

今年度は天候による活動中止がありましたが、

季節に応じた‘ホタルの観賞’‘クリスマスリース

づくり’、森のあそび‘ひみつ基地づくり’、｢あそ

び村｣のヒノキのＢig テーブルづくりなど子ども

も大人も大変楽しくできました。新年度は 6 回く

らいを予定しています。もっと面白いことがある

かも!! 

Ｈ24 年度４～6 月の活動予定 

Ｈ24 年 5 月 26 日（土） 花と昆虫のはなしを

森で見つける 

 

＜里の再生＞ 

      グループリーダー：鈴木 五男 

「海上の里を甦らせよう」里の再生活動は昨年

同様海上の森センターの協力を得てスタッフ並

びに募集参加者にて行われました。年間延べの

参加者は 391人日一般参加は 100人日でした。
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通称下田の取り組みはとして田畑の再生、上田

は果樹園の再生、他にホダ木、堆肥づくり等と推

進されました結果水は。滞ることなく、竹藪は柿

畑としてよみがえり、一定の成果を上げることが

できました。参加者対象のアンケート調査では、

野良仕事は大変でした、子供を見直しました、誰

かがやらなければと思いました、里山と自然の関

わりを実感しました、子供に体験させたい、継続

が必要次回も参加したい等の感想が寄せられまし

た。 

第 8 回 堆肥づくり 堆肥は肥料になります、

裏山へ落ち葉を拾いに行く人、草を集める人に

分かれて堆肥場には他の材料も運ばれて、段取

りができ上がりました。落ち葉が入り、クン炭

が入れられ、次は草、が入り、鶏糞、さらに落

ち葉、米糠と踏みながら入れられ、水分が 60％

位になるよう水を掛け蓋をします。発酵温度は

65 度位が良い、60 度以下では病原菌、草のタ

ネが死にません。70 度以上では良い菌が死んで

しまいます。 

 

第 9 回 ホダ木づくり コナラ、アベマキの原木

を裏山の雑木林で、かかり木を含め伐採、1ｍほど

に寸断され、2 ヵ月ほど寝かされてあったホダ木

の外周に 4～6 等分 20～30ｃｍ間隔で穴を開け、

菌を打ち込みます。雑菌が入りやすいので、皮に

傷をつけたり菌を打ちこむとき中に入り過ぎない

よう注意いなくてはなりません。 

 

第 10 回 根切り 柿の木の周りに溝を掘り、竹

笹の根が入らないようにします。縦横に張り廻り

丈夫に張りついている根切りは容易ではありませ

ん、焦らず浅い根から剥ぎ取っていきます。慣れ

ない鍬、スコップをつかう悪戦苦闘の作業でした。

果樹園が復元されるには相当の時間が必要ですが、

粘り強く進めたいと思います。 

 

＜案内・巡視グループ＞ 

      グループリーダー：鈴木 正司 

 １～３月も定例の海上の森案内・巡回を実施し

ました。赤池から物見山へのルートで倒木が多い

のに気がつきました。 

＜生活史調査グループ＞ 

    グループリーダー：鈴木 敏明 

２０１１年度の生活史調査グループは、「里山 

の記録」のための調査を次のようにじっしした。 

１ 活動 今年度６回、グループ員または個人で 

    旧海上町生活者より聴き取り調査実施。 

２ テーマ及び内容 「昔の生活」をベースに、 

    今年は「戦時下の海上住民の暮らし」「 

    海上から出征した人の記録」を中心と 

    した。 

３ 構成 －消滅寸前の海上集落の歴史 

① 日露戦争 故鈴木熊太郎氏のこと 

② 第２次大戦と海上（今年度） 

イ中国大陸と台湾のこと 

ロ朝鮮半島（韓国）のこと 

③ 戦後高度経済成長 

―瀬戸の繁栄と海上の衰退 

④ 山津波と海上離村 

   －高齢化と限界集落化 

⑤ 愛知万博と海上 人口流入と流出 

⑥ 現在の動き 

新年度も引き続き調査を進めます。 

 

 

 

堆 肥 づ

くり 

シイタケのほだ

木つくり 



＜4月～6月のグループ活動予定＞ 
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森の再生グループ 

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

４月 ７日（土）10日 (火） 

21（土）24（火） 

9：00～ 

 

製材小屋 

 

間伐作業 弁当・飲料水 

 

５月 19日（土）22日（火） 〃 〃 〃 弁当・飲料水 

６月 ５（火）16（土）1９（火） 〃 〃 〃 〃 

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 

４月 ４日（水）・21日（土） 9：00～ サテライト 水路整備・取水元・他 お弁当・飲料水 

５月 ２日（水）・19日（土） 〃 〃 水路整備・溝切り・他 〃 

６月 ６日（水）・16日（土） 〃 〃 代掻き・田植え・他 〃 

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 

４月 11日（水）・25日（水） 9：00～15：00 サテライト 農作業 お弁当・飲料水 

５月 ９日（水）・２３日（水） 〃 〃 〃 〃 

６月 １３日（水）・２７日（水） 〃 〃 〃 〃 

調査学習会                    申込先：海上の森の会 

実施日時 内  容 定員 

５月６日（日） 10:00～15:00 海上の森の植物（講師：山本 征弘） 30名 

５月 20日（日） 10:00～15:00 海上の森の野鳥（講師：古澤 穎一） 30名 

 自然環境調査グループ活動  ４～６月の予定 

＊毎週木曜日の生物季節調査は継続実施します。 

＊四ッ沢の笹刈りを海上の森センタに提案し、許諾されれば５月中旬に行なう 

 

 

 

  

 

 

特定非営利活動法人 海上の森の会 

事務所 ：〒489-0857 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 

里のくらしグループ 

＜農休みとホタル狩り＞ 

日時：Ｈ24年 7月７日（土） 

集合場所：里山サテライト 

  詳細は HPで御確認下さい。 

 

 

持ち物：お茶・食器 

 

編集後記 

 未曽有の災害から 1 年がたち、また森に春がめ

ぐってきました。人間よりもゆっくりと年を取る

森の中に立つと、わが身のしがらみのなんと小さ

な事かとため息が出ます。どうぞ森に元気を貰い

に来て下さい。海上の森の会でこの元気を守って

いきましょう。 （中元 恵子） 

 

＜第３回通常総会案内＞ 

日時：平成 24年５月 13日（日） 

    午前 10：00～11：30 

場所：瀬戸蔵（３F・多目的ホール） 

くわしい案内等はおって郵送いたします。 

mailto:moronokai2004@kxa.biglobe.ne.jp


 
 

                                     

海上の森の動植物の 

生き字引 

山本 征弘 

 

すみれ 

「山地来て何やらゆかしすみれ草」と俳句にも詠まれ昔から親しまれてきました。 

春、海上の森を歩くと様々なスミレを見かけます。代表的なスミレをご紹介します。 

   

１：アオイスミレ         ２：ニオイタチツボスミレ     ３：マキノスミレ 

① アオイスミレは春一番に咲き、花の色は薄紫です。葉が葵に似ているのでこの名が付きました。 

センターより赤池へ向かう道や四ッ沢の奥の道にあります。 

② ニオイタチツボスミレは山地では一番多く、赤紫の花を３月中旬頃から咲かせます。最盛期の花

を嗅ぐと良い匂いがします。四ッ沢より里に向かう道の土手に沢山咲いています。 

③ マキノスミレは山地で咲き花は濃い赤紫です。葉の裏が紫色をした「紫背すみれ」の仲間です。 

日当たりの良い林道で良く見かけ、３月中旬頃から咲き始めます。 

   

４：ツボスミレ      ５：マルバスミレ     ６：フモトスミレ 

④ ツボスミレは一番多いスミレで白に紫の模様の入った花を４月中旬頃から咲かせ、遅い年では６

月初旬まで咲いています。田の畔など少し湿った平地でたくさん見かけます。 

⑤ マルバスミレは白い大きな花を４月下旬頃から咲かせます。丸い大きな葉が特徴です。 

海上砂防池の先の５差路より篠田池へ向かう道沿いに群生地があります。 

⑥ フモトスミレはツボスミレに似た花を４月上旬より咲かせます。斑入りの葉が特徴です。 

少し日陰の林道で良く見かけます。小さな株が多いので踏みつけそうになります。 

№１    


