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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。 

   

 

   

 

  

             

    

7/7ソバ打ち体験・ホタル観賞 8/25 わら・布ぞうりつくり 7/15 海上の森の夏のキノコ 

8/18 森の教室 森であそぼう 

9/1 森づくりグループ活動 8/5 海上の森の昆虫 8/26 サテライト草刈り 

海上の森だより 27号 

「海上の森の将来像」      Ｐ2.3 

グループ紹介里のくらしＧ    Ｐ4 

海上 いま むかし       Ｐ5 

せと環境塾に参加して      Ｐ6 

グループ活動報告      Ｐ7.8.9.10 

理事会議事録          Ｐ11 

10月～12月活動予定       Ｐ12 

海上の森の自然ノート№３   別刷 

＜収穫感謝祭＞ 

今年も海上の里で収穫したお米と野菜で、感謝祭を行

います、餅をつき、芋煮鍋を食べ、豊かな里の自然に感

謝しましょう。 

日時：平成 24年 11月 18日（日） 

 受付： 午前 10：00～11：30受付 

場所：里山サテライト 

参加費：大人 500円・小学生 200円 

    小学生未満無料 

 

最新情報は

Ｈ Ｐ で ！ 

7/1・7/29・8/19里の教室 
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今年度の活動方針の最重要課題として、「本会もＮＰＯ法人化し 2 年目を迎えた。24 年度は従来の実

績を踏襲しつつ、“海上の森”の将来についてどうあるべきか、海上の森センターとの合同の検討会をも

ち、中長期計画の展望を確立できるような取り組みをしていきたい」を掲げました。そこで、「海上の森

の将来像」をテーマにした検討会の開催を具体化したいと思います。2005年あいち万博が終って丸 7年

経過する中で、理念として掲げてきた「保全と活用」がどこまで進んだのかを検証し、この先 30年・40

年経ったらどうなるのか、どうしたいのかを話し合いを通して考えることが狙いでもあります。だだ「将

来像」といっても漠然としていますし、それぞれの価値観が違いますので現実的ではありません。過去

に開催しました何回かのシンポジュームの内容を踏まえつつ、近いうちにセンターと協賛したい総括的

なシンポジューム前段階として「現状の分析から、海上の森の将来像はどうあったらよいのか」をテー

マにしたフォーラムを提案します。 

（理事長 福田澄夫） 

 

○ 「海上の森の将来像」を目指すフォーラムの提案 

 第１回 テーマ「自然観察から見た海上の現在と未来」 平成 25年１月 20日（日） 

提案 自然観察グループ 

 第２回 テーマ「森づくり活動から見た海上の現在と未来」 同  ２月 17日（日） 

提案 森づくりグループ 

 第３回 テーマ「里づくり活動から見た海上の現在と未来」 同  ３月 17日（日） 

提案 里づくりグループ他 

      今後の進め方 

 会場 あいち海上の森センター研修室 午前 10時～12時（予定） 

    （なお詳細はグループリーダー会議に提案し、検討したいと思います） 

 

○ 参考資料１ これまでのシンポジュームの記録 

（１） 海上の森シンポジューム「愛知万博の成果を海上の森の未来へ」 

  平成 17年８月 20日（土） 愛知万博・愛知県館（主催 博覧会協会） 

  特別講演「森を生かす取り組みについて」（林野庁長官 前田直登） 

パネルディスカッション（木村光伸他） 

（２） 海上の森シンポジューム「海上―森と里におけるいのちの復権」 

  平成 17年 12月 11日（日） パルティせと（主催 海上の森の会） 

  特別講演「生活の再生としての里山保全活動」（東大大学院教授 鬼頭秀一） 

パネルディスカッション（木村光伸他海上の森の会会員 5人） 

（３） 海上の森シンポジューム「自然と暮らしの調和―里を守るためにできること」 

  平成 18年 12月 23日（土） 瀬戸市文化センター（主催 海上の森の会） 

  特別講演「里・人・水辺―水が生まれる海上の里山」（水辺研究会 国村恵子） 

パネルディスカッション（木村光伸他森の会会員 4人） 

（４） 海上の森シンポジュウム「海上の自然とシデコブシ」 

  平成 19年 12月 16日（日） 瀬戸市文化センター （主催 海上の森の会） 



  「海上の森の将来像」を語りましょう！ 

3 

 

  特別講演 広木詔三「東海地方の植物の特色とその地史的背景」 

  現地報告 瀬戸市銘木調査会「瀬戸地域のシデコブシ」 

  研究報告 戸丸信弘・西村尚之「海上の森におけるシデコブシの保全を目指した基礎研究」 

  フリー討論 「シデコブシの存在とこれからの保全について」 

 

   

 

○ 参考資料２ 「海上の森条例」 

第三条（基本理念） 海上の森は、その森林、農地、水辺等における多様な自然環境がその地域

の自然的社会的条件に応じて適正に保全されなければならない。 

２ 海上の森は、県民が、自然との触れ合いを通じて、自然の仕組み及び人と自然との関係につ

いての理解を深める場として活用が図られなければならない。 

３ 海上の森の保全及び活用のための取組みは、県及び当該取組みを自主的に行う県民、県民の

組織する団体等（以下「県民等」という。）が協働して行うものとする。 

４ 海上の森の活用のための取組みは、県民等が身近な森林、農地、水辺等において自主的に行

う自然学習、自然環境の適正な保全のための取組み等の促進及び森林整備の推進に資するものと

して行われなければならない。 

 

○ 参考資料３ 「海上の森の会設立趣意書」 

   （前略）博覧会会場計画の紆余曲折の末に、「海上の森」はその姿を留めることとなった。地域

住民も、自然豊かな地としての海上を愛するものも、里山活動を担おうとする献身的な活動者も、

そしてこれまで里山の保全に多様な想いを持って参加してきた県民その他の活動参加者も、この

地にどのような里山像を描くことができるのだろうか。私たちは海上の歴史に学び、海上の自然

や、生活・文化を将来にわたって継承しなければならない。さらに多くの県民・市民が「海上の

森」の将来に、21 世紀の地域づくりへの期待をもって参加できるような仕組みが、いま求められ

ている。 

   「海上の森」は大都市圏に残る貴重な自然であり、里山として他に類を見ない生物多様性に富

んだ地域である。それだけに現代人が失いがちな自然に触れる喜びを身近に実現する空間である

とともに、自然を厳に保全する地域でることもまた忘れてはならない。そこでは保全と活用が対

立的に語られるべきではない。（以下略） 

 



   グループ紹介：里のくらしグループ 
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グループリーダー 出口なほ子 

 海上の森の会として初めて瀬戸市の市民

活動応援助成金の交付を受け、「布・わらぞ

うりづくり」を 8月 25日（土）に里山サテ

ライトで実施しました。 

森の会会員、地元山口地域の皆様に多大

のご協力をいただき感謝でいっぱいです。 

布ぞうりづくりは、まず初めに講師の引

受けを地元の「メダカの学校」のメンバー

さんにお願いし、グループのメンバーとも

何回か打ち合わせをして、少しづつ前に進

み出しました。次に材料集めに奔走するま

では良かったのですが、その次に待ってい

たのが、参加者全員がぞうりを完成して帰

っていただくには、布をぞうりを作るばか

りに加工しておくことが必要ということで

した。 

 
PP ロープのカット、布のカットとアイロ

ン掛け、鼻緒づくりと、次から次へとやっ

てくるの準備作業に追われ、スタッフの

方々には延参加人数で 43人にもなり、森の

会の事務所や山口公民館へと出かけていた

だきました。そのかいあって前日までに準

備したものを何とかサテライトへ持ち込む

ことが出来ました。  

 

 当日は快晴でサテライトのなかは 28名の

参加者で一杯でしたが、海上の里の心地よ

い風がお部屋に入り参加者からは「里のお

いしい空気を胸一杯吸いこむことが出来ま

した」と喜んでいただきました。朝から大

変な作業の連続で、お疲れになられたと思

いますが、最後に皆様でおとりしました写

真を見て頂ければお分かりのように、達成

感とさわやかさで胸一杯でお帰りになった

ことと思います。 

 わらぞうりづくりは、前々より大沢市夫

さんにお願いしてありました。用意するも

のはわらでしたが、これは昨年より用意し

ておりました。小学生の兄弟の方が縄ない

がとてもお上手で感心しました。早々に完

成したわらぞうりを履いて帰られ、かっこ

よかったです。 

 

 「メダカの学校」の皆さん、里のくらし

グループのスタッフの皆さん本当にお疲れ

様でした。 

 

 

準備は大変！ 

素敵な布ぞうりが、皆さんできあがりました 

ちゃんとでき

たよ！ 

帰りは履いて

かえりました。 

むつかしい

です。腰が

痛い！ 



「海上 いま むかし」 
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⑱思いで：海上の子どもたち 

昭和 30年頃の通学（登校）：小学校へは、

海上集落の中央にある秋葉山常夜灯前か、そ

の先にあった鈴木宇佐美さんの家の前に集合

し、皆で仲良く出かけた。学校までの道のり

は遠かった。急いで行きたいときは川ルート

の旧道をたどった。オタドウザカ（お多度坂）

で川の中の石をとんとん渡り、左岸側に出て

川沿いに下ると、四ッ沢に出た。この川ルー

トについては誰かが先生に報告したのか、先

生から危険だから通ってはいけないと忠告さ

れた。朝は鈴木弘さんの牛車が八草（豊田市）

の椀貸池の方へ通っていた。そちらに開墾地

を持っており、海上の東畑では桃も作ってい

た。弘さんは朝から晩までよく働く人だった

が、その牛車に黙って乗って叱られたことも

あった。お多度坂は雨の日になると、サワガ

ニが道一杯に出ていた。雨で濡れた道には雲

母がきらきら光っていた。水たまりでは蛙が

鳴いていた。冬には海上川につららができた。

それを折って、かじりながら学校へ。手足は

皆しもやけだらけだった。 

冬のあそび：雪が積もり、氷が張るように

なると、今ため池が作られたあたりのウルメ

キでは、坂道で竹スキー、田んぼでスケート

をやった。スケートは下駄や長靴で滑るだけ

だったが、それでも楽しかった。正月前にな

ると、夕方は先輩たちと拍子木をたたきなが

ら集落を廻った。「火の用心、マッチ１本火

事のもと」チョンチョン。 

春のあそび：春は田んぼでめだか採りをし

た。暖かい陽を浴びると、ついつい、つくし

の畦で居眠り、いかにも畦の布団は気持ちよ

かった。時々はウサギも番線の罠にかかった。 

夏のあそび：夏は北海上川で水遊びをした。

母親たちが土のうで川を堰き止め、作ってく

れた小さなプールに大はしゃぎだった。ホタ

ルは集落の水田全体に飛んでいた。瓶に入れ

た稲の葉っぱとホタルの光に見とれた。蚊帳

の中にもホタルが舞った。今は、ホタルはわ

ずかになった。夏にはキャンディー屋さんも

紙芝居屋さんもきた。 

秋のあそび：ヒグラシが鳴き、赤とんぼが

飛ぶようになると、秋の気配がただよった。

秋は木の実の熟す時、アケビ・ヤマナシは子

どものおやつになった。きのこ採りもやり、

マツタケは祖父と二人だけで秘密の場所へ出

かけた。弘法堂では御婆さんたちが御詠歌。

百万遍の大数珠も回した。時々、赤津・山路

から風呂敷を背負った御婆さんがやってきた。

弘法堂前で小さな木の箱からビスケットを出

して売った。５円か 10円位。ジュースが砂糖

水の頃だから美味しかった。 

 

通学（下校）：学校帰りでは、つづら折り

の家路は遠く、苦しくなるのは、たいていは

登り坂になるクルミドのあたりだった。今は

産業廃棄物が小山になっている。その頃は見

事な棚田があり、御嶽講の行者が汲む石清水

もあったが、学校帰り時分は真っ暗になって

いた。なぜか決まって幽霊や化けものの話が

出て、誰かが「出たぁ・・」と叫ぶと、怖さ

で皆一斉に死にもの狂いで走った。家の灯が

目に入ると、子ども心にありがたかった。                

（鈴木敏明） 

昭和 30 年ご

ろの海上の

子供達。 
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          森の会会員：前田 和祐 

私は８月 11 日から１泊２日でせと環境塾が主

催し、東京大学演習林で行われた講座「森と水の

エネルギー」に参加しました。この講座ではキク

イムシが入ることによって枯れてしまった木の伐

採、水力発電に関する実験や、自分たちで割った

薪を用いての焚火をしました。 

 

木の持っているエネルギーを使って焚火ができ

たり、川の水の流れの力を借りて発電ができたり

自然ってすごいと思いました。ただ、途中悪天候

に見舞われてしまって屋内に避難することになり、

同時に、自然の力の前での人間の無力さも痛感し

ました。 

 

 

普段の生活をしているだけでは出会わないこと、

できないような素晴らしい体験ができ、有意義な

ひとときを過ごすことができました。講座の内容

に関する知識があまりなくても、詳しい説明があ

って分かりやすく十分楽しめました。講座が開か

れているのは土日なので誰でも参加しやすいと思

いますし、家族で参加すれば環境について勉強し

ながら、家族のいい思い出も作れると思いました。 

せっかくこういった講座が開かれているのです

から、積極的に参加し、知識を蓄えそれを活かす

ことが大事だと思いました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キクイムシが

木に入った跡 

水力発電の実験

の様子 

熾した火で焼き芋

をしている様子 

 

前田 和祐君 

 豊田高専在学生で昨年度はため池作業や里

づくり作業、森づくり作業に参加してきまし

た。元気な若い力です。自転車に乗って森に

来ますよ。見かけたら声をかけてあげて下さ

い。 
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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               

５、６月になるといろいろなチョウが誕生します。 

６月に海上の森ではあまり見ることのできないチ 

ョウに出会いました。ミズイロオナガシジミとウラ 

ゴマダラシジミです。ともにシジミチョウの仲間で 

大きさは２～３cm程度の小さなチョウですがよく 

見ると写真のように可憐で繊細な模様をしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あまり見かけないのはどちらも１年に１回しか

羽化しないので、この時期しか見られないのです。 

幼虫の食草はミズイロオナガシジミがコナラ、ウラ

ゴマダラシジミがイボタノキで多種のチョウの存

在が海上の森の植物相の豊かさを表わしています。 

今年は夏鳥の鳴き声を多く聞きました。サンショ

ウクイ、センダイムシクイ、オオルリ、サンコウチ

ョウです。これらの鳥たちは何羽も無事巣立ちした

との情報を得てます。８，９月には南に渡っていき

ますが来年も海上の森に来てくれることを期待し

ています。ウグイスも数多く聞きました。ウグイス

は留鳥で８月末にはさえずりから地鳴きになりま

した。 

自然環境調査グループは毎週木曜日に観察、調査

をしています。 

海上の森の会会員は誰でも自由に参加できます。  

参加される方は木曜日９時 20 分に、海上の森駐車

場に来て下さい。 

 

＜野あそびグループ（森っこクラブ）＞ 

        グループリーダー：大澤 秀文 

◆森っ子クラブ「あそび村」の今夏は大雨～猛暑～

突然の雷の繰り返しで、生き物たちも少し出る時

期を迷ったみたいです。ホタルもゲンジボタルと

ヘイケボタルが海上の森では一緒でした。アブラ

ゼミの声が少なく、ツクツクボウシが元気よく多

く聞こえます。でも「あそび村」の広場には、今

年も子どもたちやおとなの声で一杯でした。 

◆ 7 月 7 日（土）海上の森の中で、「真夜中のホ

タルを見よう!！」を実施しました。約 20 人を

超える参加で、8 時頃懐中電灯一つで真っ暗の

中を歩き始めたところ、今年はたくさんのホタ

ルが迎えてくれて、すばらしい！と感激の声し

きりでした。最後に里のくらしＧの皆さんによ

る肉じゃが、蕎麦饅頭、合わせご飯が出て、大

賑わいでした。 

 

◆ 9 月 8 日（土）「セミの脱けがら探し」を実施

しました。駐車場～「あそび村」の裏山まで虫

ミズイロオナガシ

ジミ 

（写真：山本征弘）  

ウラゴマダラシジ

ミ 

（写真：山本征弘） 

こ れ は ゲ ン

ジ？ヘイケ？ 
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タモをもって子どもたちと一緒に夏の名残り

「セミの脱けがら」を探しまわり、そして海上

の森のセミを研究??しました。アブラゼミ、ツ

クツクボウシ、ヒグラシ、ニイニイゼミを見つ

けました。お弁当の後、「あそび村」の裏山の

探検やサクラの枝でエンピツキーホルダーの

工作をして時間を忘れてしまいました。 

◆ 次回は、（11 月 24 日）「ひみつ基地づくりとド

ングリ」を予定しています。 

 

＜里の教室＞ 

     グループリーダー：藤野 昌之 

教室は酷暑の作業となった。主に田畑の草取り、

野菜の収穫、追肥等を、熱中症対策に気を配りな

がら進めた。作業前の注意事項に十分な水分補給

と体調不良の場合は作業を中止することを毎回

話に出した。一方で楽しみの時間を設け、冷やし

たスイカを木陰で食べ、スイカ割りもした。 

 

「今年はカレーをやらないの」との質問が参加

者から出て急きょ、里のくらしグループにお願い

し、第 6回目の教室に会費制でカレーを用意した。

食欲も進み、作業の疲れも吹き飛んだ。 

 

これからの教室はさつまいも、もち米、里いも、

ソバ、秋じゃが等の収穫を予定している。そして

11月 18日（日）には、里でとれた作物を中心に

海上の森センターと森の会で収穫感謝祭を行う。 

 

＜ツアーグループ＞ 

     グループプリーダｰ：山本 征弘 

9月13日に南山大学付属小学校の児童90名を６

班に分け、６名のスタッフで観察しながら森を案内

しました。 

当日は天気がよく真夏を思わせる一日でした。それ

でも皆さん元気でトンボやトカゲなど動く動物を

興味強く観察していました。 

 

ツアーグループ活動予定 

10 月 21 日に「秋のハイキング大会」を開催しま

す。午前９時半入り口駐車場出発、午後２時解散。 

詳しくは同封のチラシをご覧下さい。 

この抜け殻

は？ 

スイカ割り！ 

割れたかな？ 

美味しいカレ

ーライスが出

来ました！ 

9/13 南山付属

小学校 2 年生

91 名のガイド

をしました。 
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会員の方のご参加をお待しています。 

 

＜里山活動保全チーム＞ 

       グループリーダー 福田 澄夫 

第３回里山環境保全活動  7 月 22 日（日）午

前８～11 時半 吉野川清掃 

 あいち海上の森センター近くの吉野川清掃活動

に参加しました。毎年恒例の行事で、この日山口自

治会・山口ほたるの会など地域の方々総勢 100 名

余が参加されました。森の会グループ 5 人も炎天下、

ビオトープ周辺の草刈りや清掃活動に汗を流しま

した。 

 第４回里山環境保全活動  8 月 26 日（日）午

後 2 時半～4 時半 サテライト清掃 

 真夏の昼下がり、サテライト管理グループと合同

の清掃活動を行いました。草刈り機３台が加わり、

周辺の草刈り、前庭の除草、溝浚え、トイレの清掃

などを行いました。総勢 15 名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

＜森つくりグループ＞ 

    グループリーダー：平野 幸治 

 ７～8月の活動報告をします。７～８月は酷暑

により、健康管理及び害虫等の被害防止を考え、

原則作業は中止しました。９月以降直ぐに活動で

きるよう、作業道具の整備をし、作業路、尾根筋

及び「ため池」近くの草刈りも行います。9/1（土）

には体験希望の男性１名の参加があり、指導をし

た。若手なので、入会されることを切望します。

４～５ゾーンの尾根近くより間伐、枝打ち作業を

行なって、今季の本格的作業に入ります。 

 

  

＜里の再生グループ＞ 

      グループリーダー：鈴木 五男 

・7 月 4 日ため池から多度川に至る間の水を通す水

路整備は、地元、センター、再生スタッフ併せて

15 名により行われました、足場の悪い水田に入り、

溝掘り・型板張り・杭打ちと進め 30ｍの水路が出

来上がり下田の堰止め取水口までが完了しました。 

 

  スコップ・鍬を駆使しての溝掘り風景 

・7 月～9 月の再生活動は、水路整備・田の草取り・

竹笹刈り・シイタケのホダ木本伏せ・野菜づくり

等実施しました。 

サテライト横の溝さらえをしている様子。 

秋になり作

業が始まり

笑顔の面々 
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    Ｌ字型水路の完了 

・8 月 18 日半年余り手つかず状態の果樹畑は、

一部を除いて見る影もなく、竹・イタドリ・セイダ

カアワダチソウ等が 2ｍを超える勢い、丁寧に刈り

取り、根っこから剥がしながら復元に向けて進めて

います。 

 

  竹笹・雑草刈り 汗が長靴に溜まることも 

・9 月 5 日ホダ木の本伏せ、今度こそはと思いを

込め棚の作成、アベマキでの成果も期待されていま

す。 

 

残材を使ってホダ木の棚づくり 

 

整列されたホダ木 

・9 月 15 日 草刈り、耕耘、草取り、畝立て、

新たに。人参づくりが始まりました。痩せた土地も

徐々に改良され、出来栄えが楽しみです。 

 

 畝づくり、人参の種播き 
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会 議 録 

24.6.15 グループリ－ダー会議 

    24年度計画・グループ予算の確認、海上の森センターとの共同調査、グループの統廃合等につ

いて話し合いが行われた。 

 

24.7.13 グループリ－ダー会議 

    各グループによる意見交換、グループの統廃合について話し合いが行われた。 

 

24.7.19 あいち海上の森センターとの連絡調整会議 

    海上の森センターとの協働による巡視活動、ため池維持管理取扱（案）、海上の森の将来像を語

る会（ミニフォーラムなど）について協議した。 

 

２4.8.11 理事会 

     １．グループ統合について、これまでのブロック制を廃止し自然観察調査・保全活動、里づ

くり活動、森づくり活動、里山文化活動、情報活動の 5 分野とし委託事業グループと統

合した自主事業グループに再編成する提案について審議した。 

２．「海上の森の将来像」フォーラム、意見交換会等の実施について審議した。 

３．25 年度事業計画・予算について審議した。 

 

 

 

 

第 6 回人と自然の共生国際フォーラムの案内 

テーマ：接続可能な社会を目指して理念から行動へ、今変わる時 

日 時：平成 23年 10月 13日（土）10時より 

場 所：地球市民交流センター（愛・地球博覧会公園内） 

（森の会も主宰団体の一つです、会員の積極的参加を呼びかけます） 

 

 

 

会費納入のお願い 

８月末現在、森の会会費納入が１５０余名です。現会員で未納の方が６０名もおられます。 

貴重な運営資金源となりますので納入下さいますようお願い申し上げます。 



＜10月～12月のグループ活動予定＞ 
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森づくりグループ  

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

10月 ６日（土）・９日（火） 

20(土)・23(火) 

8：40～ 入口駐車場 間伐・枝打ち 弁当・飲料水 

11月 ３（土）・６（火） 

17（土）・20（火） 

〃 〃 〃 〃 

12月 １（土）・４（火） 

15（土）・18（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 

10月 ３日（水）・20日（土） 9：00～ サテライト  お弁当・飲料水 

11月 ７日（水）・17日（土） 〃 〃  〃 

12月 ５日（水）・15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 10日（水）・24日（水） 

７日（日・教室） 

9：00～15：00 サテライト 農作業 お弁当・飲料水 

11月 14日（水）・28日（水） 

４日（日・教室） 

〃 〃 〃 〃 

12月 12日（水） 〃 〃 〃 〃 

森っこクラブ 

活動日 時間 集合場所 行事内容 持ち物 

11月 24日（土） 9：00～15：00 入口駐車場 ひみつ基地づくりとドングリ 弁当・飲料水・雨具・軍手 

12月 15日（土）   〃   〃 クリスマスリースづくり    〃 

 

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。

＜編集後記＞  我が家のネコの額ほどの庭にも季節の野菜が食卓をかざる。西日を防ぐゴーヤが、

塀を這う冬瓜が日々大きくなって道行く人の感嘆の声が聞こえる。定年後勤務場所を市民菜園に変え

た友人も多い。野菜を育てる苦労と楽しみを海上で味わった人も多い。（山川） 

 

 

 

里のくらしグループ 

「お月見」 

 日時：Ｈ24年 9月 30日（日） 

 受付：里山サテライト 17：00～ 

「正月準備とおこづなまき」 

＊サテライトの大掃除もします。 

 日程：Ｈ24年 12月 24日（祝・月） 

 

mailto:moronokai2004@kxa.biglobe.ne.jp

