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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。 

 

 

 

                                    

 

10/13市民フェスタ参加 10/13国際フォーラム参加 11/10サテライト障子張替え 

11/11森の教室.人工林間伐 11/18収穫感謝祭 10/21森の教室.人工林間伐 

11/25ものづくり 10/21秋のハイキング 

今秋は、例年になくグループ活動が積極的

に展開され、「国際フォーラム」や「収穫感

謝祭」も無事終了する事ができました。改め

て会員皆さんの底力に感謝しております。 

（理事長・福田 澄夫） 

海上の森だより 28号 

フォーラムのお知らせ        P2 

海上 いま むかし         P3 

グループ紹介：情報グループ        P4 

グループ活動報告         P5.8.9.10  

会議録               P9 

1月～3月活動予定           P10  

海上の森の自然ノート№4      別刷 

収穫感謝祭              別刷 

最新情報

はHPで！ 

12/9森の教室ミニ門松作り 
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 「愛知万博」で揺れた海上の森でしたが、その後、愛知県と私たち海上の森の会との協働で自然

や文化を守り育てるために努力してまいりました。 

海上の森の田畑や文化、あるいは多様な生物相は長い年月をかけて育まれてきたものです。しか

し、耕作者の減少や、それをサポートする私たち自身の高齢化などの現実的な問題もあって、この

ままただ手をこまねいていたのなら、その維持や保全はできません。そこで会員の皆さんのご意見

を集約し、「どうしたら海上の森を守っていけるか」について、３回のフォーラムを企画してみまし

た。25年１月から３月まで月に 1回それぞれ違ったテーマで行い、来年度に予定する全体のパネル

ディスカッションで「海上の森の将来像」を検討してみたいと考えています。 

 

それぞれのテーマにたくさんの方が集まっていただけることを切望致します。 

第一回 テーマ ：自然観察活動から見た海上の森の現在と未来 

開催期日：平成 25年 1月 20日（日）午前 10時～12時 

 内容 ①自然環境グループ活動の過去と現状・・・話題提供（山本征弘） 

    ②自然環境からみた海上の森と里の将来・・・話題提供（曽我部行子） 

    「ワークショップ」形式でみんなで話し合います 

第二回 テーマ：森づくり活動から見た海上の森の現在と未来 

開催期日：平成 25年２月 17日（日）午前 10時～12時 

 内容 ①除間伐活動の経過と現状と課題・・・話題提供（平野幸治） 

②更に継続・発展させるために何をすべきか・・・話題提供（大澤秀文） 

実際に取り組んでいる方々の報告を受け、海上の森の将来が浮き出るような話し合い

になればと考えています。 

第三回 テーマ：里づくり活動から見た海上の現在と未来 

開催期日：平成 25年３月 17日（日）午前 10時～12時 

 日本の原風景である「里山」、それを維持管理していく楽しさと苦労について現状を語

り、里から見た海上の森の将来像と、それへつなげるために何をすべきかを話し合い

ます。 

内容 ① 里の再生  現状と課題・・・話題提供（鈴木五男） 

    ② 里の教室  現状と課題・・・話題提供（藤野昌之） 

    ③ 里のくらし 現状と課題・・・話題提供（出口なほ子） 

        

３回のフォーラムの会場は、いずれも「あいち海上の森センター研修室」になります。 

 

別添ハガキに上記フォーラムに参加の有無（複数可）や「海上の森に寄せる思い」を箇条書きで

も結構ですから一言お願いします。（ハガキは年内にご返送下さい） 



「海上いま むかし」 
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⑱ 海上の石山 

 海上の駐車場からサテライトに向かって登る。

いつもは植生や野鳥に目を向けながら歩く事が多

い。たまには海上の大地―地形や地質に注目して

みよう。集落へ向かう左の崖面はサバ（砂婆）土

と呼ばれる風化花崗岩と硬い花崗岩の景観が交互

に現れる。右側には「海上川」が花崗岩盤上を流

れ下る。四ツ沢から右に三角点に向かって登ると、

「石車」に気をつけながら歩く。砂礫層が続き、

地表はシダの群落やアカマツ、ネズなどが繁茂す

る。そして古窯地帯まで下りると風化花崗岩地帯

となり、周りはコナラやアカシデの大木の自然林、

スギ・ヒノキの人工林地帯となる。 

 春にセンターと協働で清掃活動を行った際、四

ツ沢から左に折れて「北海上川」沿いを歩いた。

元は「農免道路」と呼ばれた赤津の山路に抜ける

立派な道路があったが、海上砂防池の築堤で廃道

となってしまった。この堰堤下流部に「海上七滝」

と呼ばれる名所がある。両側の岩と岩盤を流れる

早瀬である。海上を流れるこの２河川やさらに北

を流れる篠田川両岸も古花崗岩がそば立っている。

丹念に歩くと、所々に石材を切り出すための矢穴

（ノミ痕）を残す岩石が見られる。 

 

 

 海上の花崗岩の利用は古くは古墳時代から見ら

れ、この地域に分布する多くの古墳の石室の築造

に使用されてきた。不思議な事に特に巨大な石材

を使用した天井石や鏡石（奥壁）を欠く古墳が多

い。塚原１号墳の調査でも後世にこれらを割った

石くずや串団子様の刻印の積み石も発見されてい

る。名古屋城築城の際の膨大な石垣に利用された

のではないかという見解もある。海上の岩石が重

用されたことは江戸時代の藩撰書にも多く載せら

れている。『張州府志』には「山口村」土産の項に

「白石 出山口村海上洞中。石理白膩（はくじ）。

造碑竭（ひけつ）等類。官府取之。其用甚多。」と

ある。花崗岩の柱状節理（理）と脂肪（膩）のよ

うな形状・性質が石碑として珍重されたとある。

矢穴はその証左であろうか。 

 名古屋城石垣の研究者である高田祐吉氏は、山

口八幡社の牛石や今林町の大津城跡公園の祠台石

に残る矢穴は名古屋城石垣に採掘された海上のそ

の時のものと推定している（『名古屋城石垣の刻

紋』）。地元の昔話「越中川の由来」は慶長年間の

石運びの話である。 

 

 

 名古屋城創建当時の石垣の矢穴の径は 10ｃｍ

ほどであるが、海上で見られる矢穴の長辺は半分

の５ｃｍほどである。もしかすると、宝暦（18世

紀中）の大修理の時の石垣が５ｃｍであるので（高

田祐吉『名古屋城―石垣刻印が明かす築城秘話』）、

大修理の際に大量に切り出された可能性もある。

屋戸橋のやや上流東に「石切り場」という地名が

ある。昭和 40年代の頃、四ツ沢の辺りの川道はも

っと北側に寄っており、広い川原があった。ここ

には沢山の石屑が散乱していたことを覚えている。             

              （山川 一年） 

海上七滝（北海上川） 

海上への道路と海上川 



グループ紹介：情報グループ 

 

  グループリーダー：石神 栄治 

情報グループは、他のグループと同様の自由な活動が保障されていますが、HPの管理や会報の発

行など、事務局機能の要請も求められています。その位置付けについては、現在検討中です。 

 

 森の会の各行事は、グループ会員が分担して、できる限り記録を取るようにしています。今回は

第 6回「人と自然の共生国際フォーラム」に参加取材しました。 

 

第６回「人と自然の共生国際フォーラム」 

 テーマ：持続可能な社会を目指して、理念から行動へ、今変わるとき 

 時折：10月 13日（土）愛・地球博記念公園、地球市民交流センター 

 

海上の森の会：大会実行委員として運営に参加、ブース展示 

＜記録写真＞ 

                
 

 

      
 

 

 

      

ブースの飾りつけ、展示の確認 

 

受付が開始されました。 

小川副知事による開会の挨拶では

じまりました。 

企業連携でお世話になっている伊藤園さ

んのブースです、大変盛況でした。海上

の森での間伐作業のことを展示してくだ

さっていました。 

体験学習室にて、午前：実践学習発表会 

午後：式典・特別講演：NHK窪田栄一氏 

パネルディスカッション他 

皆さん、お疲れさまでした。 
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＜森づくりグループ＞ 
     グループリーダー：平野 幸治 

10月～12月の活動報告、予定を報告します。 

１、 雨天のため２日間作業は休みましたが、

作業は順調に進みましたので、12月も予定

通り作業を進めます。 

２、 11月 20日（火）、森の教室「人工林の手

入れ」の参加者が作った「ベンチ」２台を

散策路に設置しました。センター指導のも

と、森づくりグループが担当しました。 

３、 企業連携の間伐体験は全７回のうち、雨

天により３回が中止、延期となりました。 

追記：来春１月５日（土）作業初出日に、

例年通り 1.７ha地区の赤松の前で、新年の

安全祈願祭を取り行います。グループ員の

皆さまの多数参加をお願い致します。 

 
＜里の再生グループ＞ 

      グループリーダー：鈴木 五男 

・10 月～12 月報告：里山は実りの秋を迎え田

園は黄金色となりました。秋風が吹きトンボは

舞い、清々しい環境の中心地よく汗をかきなが

ら月 2回活動しています。 

（稲刈り・ハザづくり、ハザ掛け。脱穀） 

・10月、稲穂は頭を垂れ刈り取りの時期となり、

灌漑対策も実施しました。一方棚田は４年が経

過し田圃らしく「畔」「土手」共に落ち着いてき

ました。秋晴れの３日、刈り入れを迎えること

ができました。 

 
 

 
 

ノコギリ鎌で刈り取り、稲は一把ごとにワラ

で縛ります。今年の出来は良く一株で一握りの

株もありました。同時にハザを作り、刈った稲

を順次ハザに掛けました。10日、天日干しされ

た稲が脱穀されました。ワラはワラ積みにして

保管され、向こう１年田畑で使用されます。 

 
 

（水路整備） 

・台風 16号の影響で大雨が降り、川は氾濫して

取水口周辺の河川敷が流されました・11月７日

土嚢を積み上げ鉄柱で固定。川底からえぐられ

たところには崩れ止めの杭を打ち込み、応急処

置をしました。 

 
 

・山沿いの水路は小枝、山砂等で流れが悪くな

ります。棚田の水路は雑草が生え、周りの泥が

流れ込むのでぬかるみます。時々は整備をしな

くてはなりません。根が張り詰め泥はすくいに
稲刈り作業 

ハザづくり風景 

ハザ掛け作業 

取水口土嚢積み風景 

12/8間伐作業 
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くてはなりません。根が張り詰め泥はすくいに

くく大変な作業ですが、終れば清々しい気分と

なりました。里山を維持するには欠かすことの

できない一つであり、積極的に進めなくてはな

らないと思います。 

 
 

 

＜自然環境調査グループ＞ 

       グループリーダー：曽我部 紀夫 

11月に入り急に気温が低下し、今秋の紅葉は例

年より美しくなりました。 

９月の下旬から秋の草花がきれいになってきま

した。鮮やかな赤紫のゲンノショウコ、繊細な模

様の小さなセンブリ、可憐で蜜腺のあるアケボノ

ソウ、などが目をひきました。 

センブリ、アケボノソウは囲いをしたので、昨

年より増えてきました。ただ、一箇所のアケボノ

ソウはイノシシに荒されて増えませんでしたが。 

 10 月からカケスの鳴き声が聞かれるようにな

り、昨年より多く来ている様子です。 

11月になり、アオジ、ベニマシコ、ウソ、ルリ

ビタキ等冬鳥の鳴き声が聞かれ、これから落葉す

ると小鳥の姿が見られるようになります。 

９月から田んぼや休耕田の上を漂うように飛ん

でいるトンボがウスバキトンボで秋の始まりを  

教えてくれていました。 

 

                

赤トンボと言ってもたくさんの種類がいます。  

今年 海上の森でみた赤トンボはアキアカネ、ナツ

アカネ、コノシメトンボ、ノシメトンボ、ネキトンボ、ヒメア

カネ、マユタテアカネ、リスアカネの８種です。雌は赤

くありませんが、雄はすべて真っ赤です。よくみ

ると羽の模様、顔、大きさ、胸の模様がそれぞれ

違っています。来年、赤トンボを見かけたらよく

見比べてください。 

＜ツアーグル－プ＞ 

       グループリーダー：山本征弘 

10月21日にハイキング大会を開催しました。

センターを９時 30分に出発、物見山へ登り、大

正池を経てサテライトにて昼食をとり、14時頃

センターへ戻りました。 

 
初回でもあり、直前に集合場所が変更された

ため参加者は 12名と少なめでしたが、海上の森

が初めての人が多く、とても好評でした。 

今後、季節の良い春と秋の年二回開催したい

と思っています。 

コノシメトンボ

（雄） 

アキアカネ(雌)  

 

（写真.山本征弘） 

溝さらい作業 

多度川上流整備 
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＜野あそびグループ（森ツ子クラブ）＞ 
      グループリーダー：大澤 秀文 

◆ 森っ子クラブ「あそび

村」の広場は楽しいネ

イチャーランドに生

まれ変わり始めまし

た。とくに５mロング

ブランコは人気です。

一度あそびに来ませ

んか。                        

◆ 11 月 24 日は駐車場からものみ山まで海上の

森の地図と方位磁石で‘ネイチャーマップ’

づくりをやって見ました。「海上の森駐車場は

海抜 100m です。」からスタート。途中‘鬼

の仮面’（葉痕の跡）、‘ムカゴのありか’な

ど方位磁石を見ながら地図に書いていきま

した。 

 お昼から「あそび村」で‘お魚モビルづ

くり’をしました。マツボックリにイチョ

ウの落葉の尾ひれをつけて、ドングリに真

っ赤な紅葉を着せてと工夫したモビルがで

きました。時間を忘れて何本も作っていま

した。みんな自慢のお魚モビルを飾り、作

品展をしました。 

 

 

 

 

 

 

◆ 12 月 15 日は森で探した自然素材たっぷり

のクリスマスリースづくりをします。 

＜サテライト維持管理グループ＞ 

      グループリーダー：出口 なほ子 

 グループ登録者が少数のため事務局の皆さん、

里のくらしグループの方にお知らせ参加をお願

いして実施しています。４～10月までは毎月末

近くに 1 回草刈り、庭の草取り、周りの整備を

してきました。 

 

 鍵当番の方に室内の掃除をしっかりやって頂

いたお陰で、室内も整理整頓ができ、来場者も

気持ち良く利用して頂いていると思います。 

利用者にお願いしたいことは、散策等された

後そのままサテライトに上がられる方が多いで

す。後で使われる方に気持ち良く使って頂ける

ようマナーを守って利用してください。 

 

＜里のくらしグループ＞ 

    グループリーダー：出口 なほ子 

 今年の夏は「布ぞうりづくり」にあけくれ大

変な夏でした。でも皆さんの笑顔を見るとやっ

てよかったと思いました。９月の「月見のつど

い」が台風 17号の来襲で中止せざるを得ません

でした。早めの判断でよかったです。 

10月は行事なし月でしたが、11月の予定あれ

ころで気をもむ事が多かったです。それは収穫

祭の準備です。 

11 月には里の教室から外れた方々を対象に、

センターの調整があり、竹食器作りをしました。

当日は今までの経験を生かすことはでき、滞り

なく終了しました。竹食器も 30組出来ましたが。 

障子の張り

替え 

11/10 



 

8 

 

 

12 月 23 日にはサテライト維持管理グループ

と合同で大掃除と年末行事を行います。皆さん

のご協力をお願いします。 

 

＜環境保全グループ＞   
グループリーダー 福田 澄夫 

10月 21日（日） 海上の森清掃登山 

 秋の一日ハイキングを兼ねた清掃登山、勤労

者 4団体（労山）が恒例の活動を実施しました。

あいち海上の森センターと本会も協賛して参加

しました。翌日の新聞報道には、４団体 136人

が参加、５ルートに分かれ、平均６㎞の清掃登

山を行い、ゴミ 46㎏を回収（前年度は 800㎏）

した、とありました。 

 海上の森の会はこの日「秋のハイキング」を

実施しました。8 歳から 75 歳まで総勢 18 名が

参加、センターに集合、赤池―物見山―砂防池

―センターと各自ゴミ袋を持参して秋を楽しみ

ました。会員の参加は 7名でした。  

 
 

11月 10日（日） ため池周辺の草刈り 

 当日は里の再生グループとセンター職員（2

人）と協働で実施し、総勢 15人が参加しました。

草刈り機 5 台、手刈りカマその他を使用して、

堤体内外、池の法面、土捨て場周辺など生い茂

った雑草類を刈りました。その他、土留め柵に

植えたカワヤナギの剪定、池内に繁茂した藻類

の除去作業も実施しました。ため池の保守管理

のためには、定期的な清掃活動が欠かせないこ

とを確認しました。 

 

 

 

 

 

事務局からのお知らせ 
 

「救命・救急講習会」が行われます。 

 

 「突然息苦しくなった」「お隣の方が急にうず

くまった」などの経験はありませんか？ 

そんな時あなただったらどうされますか？ 

 心停止の蘇生措置としてもっとも有効であり、

誰でも使用できるのが「AED」です。しかし、使

用にあたっては基礎的な事を知る必要がありま

す。 

あいち海上の森センターでは消防署に協力い

ただき下記のように「救命・救急講習会」を開

催されますのでご案内します。 

 

 開催日時： 平成 25年 2月 5日（火） 

第１回：9：00～10：30、 

第２回：10：30～12：00 

  場所： あいち海上の森センター 研修室 

   ＊事前申し込みが必要です 

（センターもしくは森の会まで） 

 

 

竹食器作り 

11/10 
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会 議 録 

第 6 回理事会（11月 10 日開催） 

１． 海上の森の会組織図の 5 ブロック長制を廃止し、「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」及び「情報活動」の 5 分野に所属グループを統

廃合し、グループ中心に活動する改正案が事務局から提案され、承認された。 

２．「海上の森の将来像」フォーラムについて、海上の森が海外のマーケットのニーズからどう

見られているか、地権者が次世代どう引き継いで行くか、海上の森の会が抱えている後継者

の育成、近隣の大学や森づくり企業連携参加者との交流、海上の森の会会員の勧誘、フォー

ラムの成果の活用等々の意見が出た。「海上の森の将来像」フォーラムに関する自然観察グ

ループ及び森づくりグループから具体的な提案が行われ、進め方については各グループに一

任された。 

 

グループリーダー会議（9 月 21日開催） 

１．各グループから活動状況について報告された。 

２．グループ統廃合について意見交換が行われた。 

３．「海上の森の将来像」フォーラムについては、代表者会議で具体的に検討する。 

グループリ－ダー会議（11 月 16日開催） 

    １．各グループの活動報告及び意見交換が行われた。 

２．海上の森の会組織図の改正について報告された。 

３．「海上の森の将来像」フォーラムについて意見交換が行われた。 

 

あいち海上の森センターとの連絡調整会議（9 月 21 日開催） 

    １．海上の森センターとの協働による巡視活動について協議した。 

２．ため池維持管理取扱（案）がセンターから提示され了承した。 

３．「海上の森の将来像」について意見交換を行った。 

あいち海上の森センターとの連絡調整会議（10月 23 日開催） 

    １．里づくり教室収穫感謝祭の進め方について協議した。 

あいち海上の森センターとの連絡調整会議（12月７日開催） 

    １．25年度委託事業に係わる事業計画及び予算について協議した。 

    ２．海上の森の将来像フォーラムの進行状況について説明し、協力をお願いした。     



＜1月～3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 

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

１月 ５日（土）・８日（火） 

19(土)・22(火) 

8：40～ 入口駐車場 間伐・枝打ち 弁当・飲料水 

２月 ２（土）・５（火） 

16（土）・19（火） 

〃 〃 〃 〃 

３月 ２（土）・５（火） 

16（土）・19（火） 

〃 〃 〃 〃 

里の再生グループ・スタッフ活動日 

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

１月 ２日（水）・19日（土） 9：00～ サテライト  お弁当・飲料水 

２月 ６日（水）・16日（土） 〃 〃  〃 

３月 ６日（水）・16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 

３月 13日（水）・27日（水） 9：00～15：00 サテライト 農作業 お弁当・飲料水 

自然観察グループ活動日 

活動日（木曜日）   時間  集合場所  活動内容  持ち物 

１月 

 

10日、17日 

24日、31日 

9:30～14:00 入口駐車場 花、鳥、虫など 

を観察、記録 

お弁当、飲料水 

２月 ７日、14日、21日、28日    同上    同上    同上    同上 

３月 ７日、14日、21日、28日    同上    同上    同上    同上 

 

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 

「正月準備とおこづなまき」 

日時：Ｈ24年 12月 23日（日） 

 受付：里山サテライト 9：00～ 

＊サテライトの大掃除もします。 

「里の正月とどんど焼き」 

 日程：Ｈ25年１月 12日（土） 

  受付：里山サテライト 10：00～ 

（編集後記）師走は「仕極（は）つ」からきたと民俗学辞典にある。農耕民族であった日本の文化は終

末（収穫）と再生（播種）が基本にある。煤払いは無用で、餅は一年中あふれた現代日本はあらゆる

部分でけじめを欠いている。暗い世相の１年だったが、それでも来年こそは良い年であることを願う。 

（山川） 

 

 

 

 

 

 

mailto:moronokai2004@kxa.biglobe.ne.jp


 
 

前日の雨もすっかりあがり、晩秋の里は一段

と色付き、素晴らしいロケーションのなか、海

上の森センターと海上の森の会共同で、11 月 18

日（日）、収穫感謝祭が盛大に開催されました。 

 
センター所長はじめ、名誉センター所長マリ   

クリスティーヌさん、小川副知事もお忙しい中、

ご参加いただき、収穫祭を盛り上げてください

ました。ありがとうございました。 

 
 この行事は、海上の里の恵を全部頂戴して感

謝をする 1 年の締めくくりのお祭りです。里の

教室に参加してくださった皆さん、森で活躍し

ている皆さんはもちろん、野菜やら竹食器、の

し板、薪全部も里に関わってできております。 

 
 もち米 120 ㎏（玄米）＝40 臼。芋鍋もサトイ

モ 30 ㎏、しし肉 7 ㎏、大根 15 本、人参 40 本、

こんにゃく 40 枚、家庭では考えられない量の食

材を用意しました。 

 
 

 

 

 

 

 

ソバも今年は教室でできた 7.4 ㎏を、森の会

の６名のソバ打ち名人により、全部打っていた

だき、すべて完食してしまいました。毎年少し

しか食べられなかったのが、おかわりをして十

分、いただけました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

里の恵みに感謝です。 

 

焼きイモ焼

けたかな？ 

(´▽｀) 

朝の打ち合わせで

す ＼(*＾0＾)♪ 

美味しくできま

した！竹食器も

好評でした 

 (*^_^*) 

お好みでどう

ぞ、つきたての

餅は最高！ 

(*^ω^*) 

ソバも上々ので

きでした。美味し

かったよ 

o(^▽^)o 

賑やかなり 

(*´∀｀*) 

小川副知事 

頑張って 

( ﾟ▽ﾟ)ノ) 

来年はみなさんも

餅をついてみませ

んか？(^O^) 



 
 

                                     

海上の森の動植物の 

生き字引 

山本 征弘 

              紅葉（黄葉） 

♪秋の夕日に照る山もみじ、濃いも薄いも数ある中に♪と歌にもあるもみじは日本人に慕われてきま

した。海上の森の見頃は 11月下旬から 12月中旬頃までです。代表的な木を紹介します。 

   

１：ヤマハゼ          ２：ウリカエデ        ３：ヤマボウシ 

① ヤマハゼ（ウルシ科）高さ 5〜8mになる落葉小高木。サクラ類に次いで早く紅葉し、各所に点在

しよく目立つ。ヤマウルシに比べ葉脈の数が多く実に毛がない。実は野鳥が好んで食べる。 

② ウリカエデ（カエデ科）高さ 6〜8mになる落葉小高木。海上の森で一番多いカエデ。日当たりの

良いところでは赤くなるが黄色のままで散る葉も多く、種は竹トンボのように回りながら落ちる。 

③ ヤマボウシ（ミズキ科）高さ 5〜15m になる落葉小高木。木の数はあまり多くないが日当たりの

良い場所では見事に紅葉する。春に白い花（総苞）が咲き、秋になる赤い実は甘くて美味しい。 

   

４：タカノツメ      ５：ダンコウバイ      ６：カナクギノキ 

④ タカノツメ（ウコギ科）高さ 10〜15mになる落葉高木。海上の森で一番多い黄葉で森の至る所で

見かける。落ちた葉が湿気を帯び醗酵すると香ばしい匂いがする。若葉は山菜として食べる。 

⑤ ダンコウバイ（クスノキ科）高さ 2〜6mになる落葉低木。物見山付近に多い。３つに裂けた大き

な黄葉を逆光で見ると特に綺麗である。3月下旬に葉が展開する前に黄色い花を咲かせる。 

⑥ カナクギノキ（クスノキ科）高さ 6〜15m になる落葉高木。海上砂防池の畔に背の高い雌木が一

本あり毎年実をつける。別の場所に雄株があるはずだが、まだ見つかっていない。亜高山に多い。 

№４     紅葉（黄葉） 




