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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。 

   

    

   

   

 

 

 

海上の森だより 29号 

あいち森と緑づくり実施報告     P2.3 

第１回「海上フォーラム」報告    P4.5 

「海上いま、むかし」        P6 

森づくり活動養成研修報告       P7 

グループ紹介：自然環境グループ    P8  

グループ活動報告           P9.10 

新会員紹介             P11 

1月～3月活動予定           P12  

海上の森の自然ノート№５     別刷 

              

H24.12/1：環境作業屋戸湿地草刈り H 2 5 . 1 / 5 :森 G 安全祈願 H 2 5 . 1 / 1 2：どんど焼き 

1 /20：自然環境調査グループ 2 / 1 7：森づくりグループ 3/17：里づくりグループ 

第 １ 回 「 海 上 の 森 の 将 来 像 」 フ ォ ー ラ ム 

3/2山の会くららが森 G活動に参加 3/30：ひな祭りとオコシモンづくり 

最新情報

は HP で! 

特定非営利活動法人 海上の森の会 

第４回通常総会のおしらせ 

日時：平成 25年５月 18日（土） 

    午前 10時より 

場所：せと蔵（４階・多目的ホール） 

   駐車場有り（有料） 

＊たくさんの方の出席をお待ちしております。 
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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 799,470円  交付決定額  772,976円  決算額  772,976円 

４ 事業結果の概要 

① 森の保全のため、森づくりグループを中心に年間 22回の除間伐作業を行った。 

② 里の再生のため、里づくりグループを中心に、年間16回の活動で水路の復元や改修作業を実施。 

③ 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 35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。データは海上の森センターで見る事が出来る。 

④ 海上の森全体の景観管理を目指し、環境保全グループを中心に年間 9回の活動を行った。 

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・管理がなされたものと思われる。 

６ 収支決算書 

（１） 収入の部（単位：円） 

  ① 県交付金           予算額 772,976  決算額 772,976 

② 自己負担金          予算額    0  決算額    0 

  合計             予算額 772,976  決算額 772,976 

（２） 支出の部（単位：円） 

  ① 活動のための交通費  予算額 379,168  決算額 379,168 

    ② 消耗品・資材・用具費 予算額 393,808  決算額 393,808 

    合計         予算額 772,976  決算額 772,976 

 

７ アンケート 

   回答者（４グループ合計） 男 56名  女 9名  合計 65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 52人（80％）  理由（略） 

② 少し深まった 11人（17％） 理由（略） 

③ あまり深まらなかった 2人（3％） 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 55人（85％） 理由（略） 

② 参加したくない 10人（15％）  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。 

・間伐後の山を見て、指導員の説明を聞いて初めて手入れの必要性が解りました。 

・すべて鋸で作業するより、受け口はチェーンソーで伐っておき追い口を（鋸で）伐る方が時には

良いのでは。 

・引き続き安全優先で進めたい（以上森づくりグループ） 

・里の再生について、ため池を作り水を確保し、下田の田圃を復活させたことは意義がある。 

・自然と環境で役に立ちたい。社会にお返しをしたい。 

・一人でも多くの人と里山再生を推進したい。（以上里の再生グループ） 

・昨年に比べゴミがかなり減った。 

・他の団体ともこれから連絡を取り合って活動した方がいい。 

・草刈り機が少し足らない感じがする。（以上環境保全グループ） 

・保全と言葉では簡単であるが、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

者及び管理職者がフィールドの自然を計画し、公開して欲しい。 

・責任を持ってフィールドの自然を見続けられる人を作って欲しい。（以上自然 G） 

活動状況 

【森づくりグループ】 【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 

【環境保全グループ】 【自然環境調査グループ】 

 

ため池の草刈り 

 

持続的な観察と保全活動 

（スミレサイシンの草刈り作業） 
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「海上の森フォーラム」 

 「海上の森の会」は海上の森の保全と再生に向けて活動しています。今回は、「日頃の活動から見た海

上の森の現状と未来」のテーマで３回に亘って海上の森フォーラムを行いました。次年度に予定するパ

ネルディスカッション「海上の森の将来像」につなげたいと思っています。フォーラムはいずれも「あ

いち海上の森センター研修室」で行われ、会員とセンター長はじめ職員の方々も参加されました。以下

は、開催された３回の活動報告です。 

 

 第１回テーマ：「自然観察活動から見た海上の森の現状と未来」 司会者 曽我部 紀夫 

 開催日：平成 25年１月 20日（日） 午前 10～12時   参加 25名 

  次第 １、主催者挨拶          理事長 福田 澄夫 

     ２、自然環境グループの過去と現状     山本 征弘 

     ３、自然環境から見た海上の森と里の将来（ワークショップ形式での話し合い） 

                      責任者 曽我部 行子       

最初に山本さんからこれまでのグループ活動の紹介、そこから得られた海上の森の生物季節調査資

料にもとづく話題提供があった。その後、参加者が４名または５名ずつ５班に別れてワークショップ

形式で話し合いを進めた。各自が海上の森で気になっていることをカード化、それを項目別に解決方

法を検討、最後にそれぞれの班毎「宣言文」をまとめ発表した。これらの貴重な資料は次のパネルデ

ィスカッションに生かされるはずである。 

  

 

 第２回テーマ：「森づくり活動から見た海上の森の現在と未来」 司会者 青山 修造 

 開催日：平成 25年２月 17日（日） 午前 10～12時   参加 29名 

  次第 １、主催者挨拶          理事長 福田 澄夫 

     ２、除間伐活動の経過、現状と課題     平野 幸治 

     ３、1.7ｈａ人工林 森づくりの現状と課題  大澤 秀文 

       質疑応答・意見交換 

  平野さんからは、これまでの森づくり活動の経緯が報告され、課題として①現有会員の高齢化と人

数不足、②森づくり活動の意義と楽しさのＰＲ不足、③将来像の明確化等を挙げた。大澤さんはプロ

ジェクターを使用した緻密な海上の森の分析、人工林の手入れの実践例を報告し、「海上の森の人工林

手入れ構想」の提言があった。最後に会場との熱心な質疑応答が行われた。 

  

 

第３回テーマ：「里づくり活動から見た海上の森の現状と未来」 司会者 中川 正男 

 開催日：平成 25年３月 17日（日） 午前 10～12時   参加 25名 

  次第 １、主催者挨拶          理事長 福田 澄夫 

     ２、里の再生の現状と将来         鈴木 五男 

     ３、里の教室の現状と課題         藤野 昌之 

     ４、里のくらしの現状と課題        出口 なほ子 
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       意見交換 

  ３人の話題提供者はそれぞれ各10枚前後のスライドを使用しながら報告した。まず鈴木さんからは、

これまで行われてきた下田の棚田づくり水田の復元、ため池づくりへの参加、柿畑の復元などの再生

活動が報告され、藤野さんは好評の「里の教室」の海上方式の実践例を提供した。里のくらしグルー

プの出口さんからは、春のひな祭りとオコシモンづくりから正月行事とどんと焼きの郷土行事と行事

食づくりの実践報告があり、最後に海上の現状と将来性についての意見交換があった。毎回参加いた

だいたセンター長からも励ましの言葉をいただいた。 

 

森の会主催 フォーラムを終えて 

「参加状況はどうかな？」と毎回心配していたフォーラムですが、実際に携わって見える方々や一般会員

の参加もあって熱心な質問やご意見で無事終える事が出来ました。「それぞれの切り口から見えてきた現状

の問題や課題、森の会の到達点」がかなり明確になってきたように思います。その上に立って、この秋に

でも広く呼びかけ「海上の森の将来像」を開催できたらと考えていますので沢山の「海上の森に寄せる想

い」をお寄せ下さい。 

海上の森の会 理事長 福田澄夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 録 

第７回理事会（25年 1月 1２日開催） 

  １．平成 25年度収支予算案について検討を行い、愛知県委託事業収入が 24年度収入対比 30％減と予想

され、森と緑づくり環境活動・学習推進事業及びせと市民活動応援補助金を 25年度も申請し、原資

確保に努めることとした。 

  ２．「海上の森の将来像」フォーラムについて、自然環境調査グループ、森づくりグループ及び里づくり・

里の再生・里のくらしグループによる企画の進捗状況について確認を行なった。 

第８回理事会（２月９日開催） 

  １．24年度収支の見通しについて審議し、概ね了承された。 

  ２．1月 20日に開催された第 1回「海上の森の将来像」フォーラムについて報告が行われ、また 2月 17

日開催の第 2回フォーラムの進め方について説明が行われ、了承された。 

第９回理事会（３月９日開催） 

  １．25 年度森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金及びせと市民活動応援補助金申請内容について

審議し承認された。 

  ２．25年度収支予算案について検討し、減収が予測され増益並びに経費節減対策について審議を行った。 

グループリーダー会議（1月 18日開催） 

  １．各グループ活動状況について報告され、意見交換を行った。 

  ２．24年度森と緑づくり環境活動・学習推進事業に係わる実績報告が行われた。 

  ３．「海上の森の将来像」フォーラムの進め方について各担当グループから報告された。 

 

グループリーダー会議（３月 22日開催） 

  １．各グループ活動状況について報告され、意見交換を行った。 

  ２．24年度活動報告及び 25年度活動計画・予算案の提出の要請が行われた。 

 

あいち海上の森センターとの連絡調整会議（1月 17日開催） 
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⑳海上の五月節供 

 

海上の五月節供は、現在、新暦の５月５日

に行われています。前日の４日にはショウブ

とヨモギを束ねて屋根の上に放り投げました。

これは魔除けだということです。海上ではま

だ確認されていませんが、瀬戸市上半田川で

はこの行事をフキゴモリ（葺き籠り）といっ

ていました。この夜はショウブ湯に入り、子

どもたちはショウブの鉢巻きをして健康を願

いました。 

５日は節供幟を立て、カシワモチを作って

家族で食べました。カシワモチに使う海上の

カシャバ（柏葉）はフモトミズナラ（モンゴ

リナラ）でした。ショウブもヨモギもカシャ

バも、実は新暦５月ではまだ時期的に早く、

海上でも以前はこの行事を旧暦で行っていま

した。旧暦の５月は田打ち、田ならし、田植

えと続く忙しい時期のため、節供を新暦で行

うようになったのです。 

旧暦５月はサツキ（皐月）ともいいますが、

皐月のサは、サオトメ（早乙女。田植えをす

る女性たち）、サオリ（畦から田に下りて田

植えを始めること）、サノボリ・サナブリ（す

べての田で田植えを終え畦に上がること）の

サと同じで、「田」または「田の神」のこと

です。５月は田植えの時期、田の神を祭る時

期ということになります。４日をフキゴモリ

という所は下半田川のほか、愛知県では尾張

北部、名古屋北部、西三河東北部にもありま

す。この行事を「女の家」「女の天下」とい

うところは、フキゴモリ伝承地域に散在し、

県外では長野県木曽地方、群馬県などに伝承

されています。 

これらのことから、五月節供が男の子の節

供となる以前は、女性たちの祭り日であった

可能性があるわけです。田植え人である早乙

女が家内の男性たちを外に出し、魔除けの呪

具となるショウブ、ヨモギで家を葺いて悪霊

の侵入を防ぎ、豊年満作を願って田の神を祭

るための忌籠り（身を清めて静かに神を迎え

祭ること）をした古い時代の名残であったの

かも知れません。フキゴモリ（葺き籠り）の

原意もここにあったようです。日間賀島では、

女性は蛇の子を生まないために、ショウブ湯

に入らなければならないといわれていますが、

これも元は田の神を祭る女性たちの物忌みに

先立つ禊ぎ（みそぎ）だったのではないかと

考えております。 

 

    ショウブ投げ 10.05.05 

家から男性を排除して神祭りをする儀礼は、

古代には稲刈り後の新嘗祭（にいなめさい）

の頃にもありました。 

「万葉集 巻十四（東歌）」（岩波書店『日

本古典文學大系』より）には次の２首が載っ

ています。 

3386 爾保抒里能 可豆思加和世乎 爾倍

須登毛 曽能可奈之伎乎 刀爾多氏米也母（に

ほとりの かつしかわせを にへすとも そ

のかなしきを とにたてめやも） 

 3460 多禮曽許能 屋能戸於曽夫流 爾布

奈未爾 和我世乎夜里氏 伊波布許能戸乎（た

れそこの やのとおそふる におふなみに 

わかせをやりて いはふこのとを） 

この東歌の意味については、「海上の五月節

供（２）」で皆さんと一緒に考えたいと思いま

す。            （伊藤良吉） 
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受 講 報 告 

 本研修は愛知県緑化推進委員会より、ＮＰＯ法人海

上の森の会へ紹介されたものであり、本会理事会の

決定により森づくりグループから１名が参加した。 

 参加者         ９ 県 １８ 団体 ２５名 

 本会からの参加者  中 喜久雄    

 研修場所       長野市生涯学習センター 

◇研修内容 

◆１日目 ２月１日（金） 

① 開講式   挨拶・日程説明 

② 講義「長野県における森づくり活動の取組み」 

      長野県林務部  倉沢 明人氏  

県土の約 8 割が森林の長野県における森づくり活

動の取組みについて講義があった。 

③ ワークショップ１  

      ファシリテーター 寺川 裕子氏 

  テーマ「研修の目的と自己紹介」 

 自席で県名、所属団体、氏名を簡単に自己紹介後、

まずは、3人の方と親しくなるよう名刺交換などした。 

④ 夕食・交流会 

 会場をホテルＪＡＬシティ長野に移動して、参加者が 

持参した資料・パンフレットを配布して、３分間ずつ、 

所属団体のＰＲを行なった。 

◆２日目 ２月２日（土） 

① 事例紹介 

 長野県で活動する３団体より、事例紹介があった。 

   ＮＰＯ法人 やまぼうし自然学校 

   ＮＰＯ法人 森倶楽部 21 

   ＮＰＯ法人 信州フォレストワーク 

② ワークショップ２ 

  テーマ「課題を共有しよう」 

 参加者それぞれが、各団体の抱える問題点を、小

紙片１枚に１点ずつ書き出すことから始めた。次に同

じような内容のものを整理して、模造紙に貼り付けた。

お互いが抱える問題がわかり、課題が共有できた。 

③ 現地視察 

 研修会場からバスで 30 分ほどにある、飯綱山の「い

いづな お山の発電所」を職員の案内で視察した。こ

の火力発電所は出力が 1300ＫＷ、事業主体は長野

森林資源利用事業協同組合である。発生した電力は

中部電力に供給している。燃料のバイオマス（木材チ

ップ）は林業現場、製材所、建築解体現場などで発生

した廃木材で、環境汚染も少ないと説明があった。 

 

④ ワークショップ 3 

  テーマ「課題解決のためのグループ討議」 

 ワークショップ②で出された課題ごとに、４つのグル

ープを編成し。グループごとにプレーンストーミングを

行い、解決策を見出して、発表と質疑応答をした。 

◆３日目 ２月３日（日） 

① ワークショップ４ 

  テーマ「魅力ある企画づくり」参加者が自分が実施

したい企画を企画シートに書いた。 

② ワークショップ５ 

  テーマ「今後に向けてのまとめ」 

 ワークショップ４で同じような企画の人が集まり、４つ

のグループを編成した。各グループでは、それぞれが

持ち寄った企画の良いところを取り入れ、グループと

しての企画を模造紙に書き出して発表した。全グルー

プ発表後に全参加者に４色のシールが配られ、他の

グループの模造紙に貼り、企画の新規性など４項目を

評価し合った。 

⑥ 閉講式  

   終了証授与・挨拶・集合写真撮影後に解散 

 

 車窓からの雪景色を見ながら、この研修を今後の

活動に生かしたく思い、帰路に着いた。 

 



   グループ紹介：自然環境調査グループ 
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グループリーダー：曽我部 紀夫 

自然調査グループと略して言っていますが、グ

ループの正式名称は自然環境調査グループです。 

グループのメンバーは 15名（男性 13名、女性２

名）で都合のつく人が参加し、各回の参加者は９

～13名で、メンバーの有識者から草木、昆虫、鳥、

蝶の名前、特徴を教えてもらいながらの調査です。 

 

 

 

毎週木曜日に駐車場～四ツ沢～ゲート～林道～

里、サテライト～市道～駐車場のコースを調査し

ています。 

その時期にしか見られないものがある時は、調

査後にコース外にも見に行きます。 

森の会発足時より調査をしており、継続してい

くと自然の変化も分かってきます。 

  

            調査観察の様子 

 調査の記録は海上の森センターの展示室に展示

してもらっています。 

調査以外に平成 24 年度は愛知県自然環境課と

協働で①スミレサイシン自生地の草刈り ②屋戸

湿地の草刈り 

 愛知県海上の森センターと協働で①ヒナスミレ

自生地の草刈り②混交林の竹切りを実施しました。 

調査参加者の意見、感想は（一部を記載）、 

 

✿植物、チョウ等名前を知らなかったが、親切に

教えていただき楽しい 1日を過ごしています。 

 

 

              屋戸湿地の草刈 

✿海上の森の素晴らしい自然環境は四季を通じて

楽しめます。（K・T） 

✿海上の森は長年観察を続けていても、新たな発

見に出会える自然豊かな里山です。 

✿この豊かな森を保全のために少しだけ人の手助

けを加えながらいつまでも残しておきたい。（I・S） 

✿参加の動機は野草の名称を教えて頂くためでし

た、根気よく教えて頂き覚えてきました。（D・K） 

✿初めて参加した時に日本リスを身近に見ること

ができてラッキーでした。それ以来 四季の移り 

変わる状態を五感（見る、聞く、嗅ぐ、触れる、

味わう）で体験し調査を継続しています。（H・M） 

✿自然環境調査を通して、今まで気付かなかった

自然の摂理や不思議さについて学ぶことが出来ま

した。 

✿ムササビやオオムラサキ、田んぼから突然飛び 

立ったオオタカなどいろいろな生きものとの出会 

いは感動的でした。(N・N) 

✿生き物の視点から海上の森、里を見続けること

が海上の森を守っていくことにつながると思いま

す。 

 

海上の森の会の皆さんも、海上の森の自然環境

調査に参加していろいろな生きものとの出会いや

自然の不思議さについて学んで見ませんか。 

 

一般の方でも都合が合えば「どう

ぞご一緒に」って感じで同行する時

もあります。(^-^) 
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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 

 １月～２月中旬まで寒くカンアオイ等 冬の

花は例年より遅い開花でした。 

２月後半は気温が乱高下で、３月になると急に気

温が昇り、シデコブシ、キブシ、スミレ類などが 

いっせいに開花しました。シデコブシは例年より

早い開花で花の数が多い状態です。 

蝶も３月下旬から飛び始めました。これから蝶

の種類も数も増えるので楽しみです。 

観察を続けていても小動物は滅多に見ること

のないのですが、ムササビが樹のムロから覗いて

いるのに出会いました。自然の中の小動物は愛ら

しいものです。 

この時期（冬季）は木の葉が落ち、可愛い鳥の

姿が見える時期です。この冬はアオジが数多く現

れました、歩いている前の目の前ででエサを食べ

ており、数メートルまで逃げずにいることも度々

でした。    

今まで海上の森では見なかったソウシチョウ

が出現しました。ソウシチョウの声が多く聞こえ

ている間は、ウグイスの声は聞くことがなかった

のですが、３月になり、やっとウグイスの声を聞

くことができました。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里の再生グループ 

      グループリーダー：鈴木 五男 

Ｈ24年度の再生活動は 3月 16日土手の補修

作業にて終了しました年度計画により 2回／月

の定例作業で年間 650Ｈ／200 人余りの協力に

より推進することが出来ました。下田（通称）

での取り組み（ため池作りへの協力、水田の造

成。水路、雑木林の整備等）により 24 年度は

180Ｋｇの粳米を収穫することが出来ました、

土壌を始め米づくりの環境が甦ってきたこと

が窺われます。 

年が明けてのグループ活動を幾つか紹介し

ます。 

冬場の風物詩、落ち葉をかき集め、鶏糞等と同

時に田畑に入れる、堆肥の材料として籾柄燻炭、

糠、鶏糞等と混合し、6～8ヶ月じっくり寝かせ

発酵させたものを土壌改良として使います。こ

れらを土壌づくりとして実施しています。 

 

 

 

 

裏山の再生整備、ナラ枯れ対策で伐採された

枝をホダ木に利活用。 

「荒れ果てた雑木林を甦らせよう」活動を着

実に進めています。 

 

縦氷が見られる季節になると、土手は崩れや

すく溝は埋まってしまいます。対策として土手

を叩き固めて崩れやすい箇所は杭打ちをして

ムササビ 

ウソ 

ベニマシコ 

写真：山本 征弘 

落葉樹の落ち葉か

き集め 

 

堆肥づくり（落ち葉

を堆肥場に入れる） 

 

ホダ木づくり 

（椎茸の菌打ち） 
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います。 

 

 

 

  

里のくらしグループ 

       グループリーダー：出口 なほ子 

新年度、最初の行事「里のひな祭りとオコシモ

ンづくり」を３月30日に繰り上げ実施しました。 

初めて瀬戸市広報の「イベントなう」に掲載して

いただきましたが、他のイベントと重なり、思っ

たほどの参加者ではありませんでした。それでも

お天気に恵まれ皆さん楽しくできたと思います。

草もちも大変美味しかったです。前日に連絡があ

っておもいかけずグリーンテレビも来て頂ける

ことになり、記録できてよかったです。 

 

 

森づくりグループ 

     グループリーダー：平野 幸治 

１、間伐作業（24年 4月～25年 3月） 

 年間 36 回（5 回雨で中止）。参加者延べ 172

名。一本末（アカマツ）近くの尾根の下での作

業が主で、湿地側の作業路に橋を架け歩きやす

くした。例年通り 7～8 月は作業を行わず、8

月末に 3日間作業路、散策路の草刈り等整備し

た。 

２、海上の森の将来像フォーラム 

 2 月 17 日に森づくりから見た海上の将来像

をテーマにフォーラムを実施した。参加者 29

名で、将来の活動につながる意見交流等もした。 

３、企業連携への技術指導 

 ６社で 10回（雨で 2回中止）、家族や社員で

約 120 人の参加者に対し、で延べ 32 名のメン

バーで対応した。 

 

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 

4 月 9 日おひな様の片付けと、端午の節供の飾

りつけをしました。ついでに押し入れの大掃除と

片付けを行いました。不用品を処分しすっきりし

ました。これからは庭に生えた草との戦いになり

ます。会員のみなさんにご協力をお願いします。

今年は展示室が整備できるかもしれませんので、

楽しみな年になりそうです。 

 

親子の遊びグループ 

     グループリーダー：大澤 秀文 

森ッ子クラブ 

● 今年の１～３月は活動がありませんでしたが、

５月からの活動に向けて森ッ子クラブ「あそ

び村」の整備が始まりました。 

● 新年度第一回５月２５日（土）のご案内をし

ます。 

「虫タモをもって、花と昆虫のお話を見つけ

よう」です。砂防ダム（大正池）ルートを冒

険しながら、森ッ子クラブ「あそび村」へ行

きます。昼からは「あそび村」裏山でいろい

ろ自然あそびを満喫します。あそびに来てく

ださい。 

      

 

汗かき杭打ち

作業 

2 人による連続杭

打ち、土手の叩き 

 

3/30 ひな祭り

とオコシモンづ

くり 
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～入会のごあいさつ～ 

日向野 直美  

栃木出身、現在名古屋市在住の「ひがの」

と申します。山に登り始めて 2年、山岳会の

秋の清掃ハイキング等で海上の森に通わせ

ていただくよ

うになりまし

た。山岳会の

25年度（9年目）

の清掃ハイク

のご挨拶の折

に知り、個人的

に入会させて頂きました。 

関東平野の縁、日光に向かって山ができは

じめるあたりに生まれ育った自分。高齢化・

過疎化が進み、小さい頃母や祖父と歩いた近

所の山も今では登り口さえわからない程に

荒れている田舎です。故郷を遠く離れてしま

っておりますが、山岳会で自然保護部に関わ

りながら、やまを歩く、やまを知る、自然と

共に生きるということについて少しでも知

ることができたらな、と気長に思っています。 

3月初めに森づくりグループの活動の様子

が見学できる、とのこと。秋の清掃ハイクに

向けた下見ハイキングに合わせて自然保護

部の仲間たちと伐採作業と段階の異なる７

つのエリアの様子を見学させていただきま

した。皆さんのしっかりした調査・計画に基

づいた森づくりの様子に、感動しました。ま

た、3000m 級の山には登り慣れた先輩達で

すが、登山道ではなく急な斜面での作業に目

を見張っておりました。作業されていた 1本

の梯子へ足をかけるには相当の勇気があろ

うかと思います。こういった作業を、市民の

手で真剣ながらも和やかに、無事故で継続さ

れていることに心底びっくり。 

年ばかり重ねてしまって、自分には何もで

きない…と悲嘆に暮れておりましたが、いつ

か、自分でも何か行動を起こせるように、少

しずつですが学ばせて

頂けたら幸いです。 

3 月には鈴鹿の花の

山藤原岳でも山頂から

里まで獣たちに食べつ

くされる実情も垣間見

てくることができました。鈴鹿や南アルプス

では鹿の食害が深刻さを増し、貴重な植物た

ちが消えて行っています。又、海上の森でも

伐採見学前にイノシシさんたちの工事跡に

びっくりしましたし、その後田舎に帰ってみ

たら、近所にイノシシ除けの柵が延々と新設

され全く他人事ではありませんでした。 

田舎に帰ることを意識しつつも 4 月に転

職したところでなかなか参加できないかも

しれない状況なのですが…自分なりの精一

杯のかかわりを！と思います。都会では気づ

きにくいけれど、山と里、そして海とは関わ

りあっている現実を目にしやすい海上の森。

山の管理の様子を段階を追って手軽に見較

べられる場しかも市民も専門家や自治体も

隣り合わせで関わられている場はとっても

希少かと。まずは身近なところから、笑顔で

里山や高山の実情をおしゃべりし、都会から

アクセスのよい海上の森に足を運んでもら

えるチャンスを増やしていこう！と思いま

す。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

緑いっぱいの夏の

藤原頂上。数年で

ささやぶが消え、

残るはあくや毒の

強い植物ばかり。 

初合宿で見たお花畑の一コマ。

くるしいけれど、可憐な花たち

に励まされて登れます。けれど、

あちこちで鹿さんに食べられて

いく現実が。長年の営みも大き

く影響してきているのですが。 



＜4月～6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 

５月 ４（土）・14（火） 

18（土）・28（火） 

8：40～ 入口駐車場 間伐・枝打ち 弁当・飲料水 

６月 １（土）・11（火） 

15（土）・25（火） 

〃 〃 チェーンソーを使用しな

い作業 

〃 

７月 ６（土）・９（火） 

20（土）・23（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 

５月 1（水）・15（水） 9：00～ サテライト 苗田つくり・代掻 お弁当・飲料水 

６月 ５日（水）・19日（水） 〃 〃 水路整備・田植 〃 

７月 ３日（水）・17日（水） 〃 〃 草刈り・草取り 〃 

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 

５月 ８（水）.22（水）26（日） 9：00～15：00 サテライト 農作業 お弁当・飲料水 

６月 12（水）.26（水）.30（日）     

７月 10（水）.24（水）.28（日）    
 

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 

５月 ２日.９日.16日.23日.30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 

６月 ６日、13日、20日、27日 同上 同上 同上 同上 

７月 ４日、11日、18日、25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。 

 

 

 

森ツアーグループ 

「春のハイキング大会」 

平成 25年５月 19日（日） 

＊森の新芽の匂いを感じてみませんか？ 

9：20海上入り口駐車場集合 

参加費無料（保険料 30円は自己負担） 

☆当日参加可 

里のくらしグループ 

「ホタル鑑賞」 

平成 25年７月６日（土） 

＊里山サテライトで、昔ながらの大きなぼた

餅を食べて、ホタルの鑑賞をします。 

（編集後記）今年は春が早かったから、森のなに

もかも一斉に起きてきました。短い春は瞬きして

る間に終わってしまいそうです。毎日、姿を変え

る森の営みを見過ごしちゃうのはもったいない

わ、森に来て遊びましょう。 (^-^)/中元 恵子 

 

 

 

 

 

 

道具小屋の手直し。整理作業

をします。日程等は後日決定 

mailto:moronokai2004@kxa.biglobe.ne.jp

