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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。 

 

 

 

   

H25 年春のハイキング 5 月 2 日 幡山東小学校ガイド 6 月 2 日調査学習会「初夏の海上の森」 

5 月 26 日から 平成 25 年度「里と森の教室」が始りました 

 

7 月 6 日 農休みのお話とホタルの鑑賞会 

平成 25 年 5 月 18 日（土） 第 4 回 通常総会開催 

 

海上の森だより 30 号の目次 

第４回通常総会開催される  P.２.３ 

新理事長挨拶        P.４ 

新理事挨拶         P.５ 

いま むかし        P.６ 

グループ紹介        P.７ 

グループ活動報告      P.８.９.10 

会議報告          P.11 

８月～10月活動予定     P.12 

海上の森の自然ノート№６ 

 

今年度の会費の納入がまだの方は、お早めに

お願いいたします。 またスタッフ登録をして下さる

方もお早目に登録をお願いいたします。 

ＦＡＸで事務所に送って下さい。 m(__)m 

最新情報は

ＨＰで！ 
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第４回通常総会開催 

 去る 5月 18日（土）午前 10時から瀬戸

市「瀬戸蔵」多目的ホールで、特定非営利

活動法人海上の森の会第４回通常総会が開

催されました。会員総数 171 名に対して出

席者 45名、委任状 74 名により、定款第 28

条の定足数を満たしたので総会は成立しま

した。 

 
 福田澄夫理事長が、「24 年度は「海上の

森の将来像」に関する論議を深めるべく、

３回のフォーラムを実施しました。これを

受けて、今年度は秋または冬頃に、「海上の

森の将来像」をまとめた形でフォーラムの

開催を予定しています。印鑑の無断使用の

事案があり謝罪します。解決はしたが責任

を明確にしたい」と挨拶しました。 

 来賓のマリ クリスティーヌあいち海上

の森センター名誉センター長が、「万博の成

果を継承しつつ、海上の森の自然を守り維

持するために活動している皆さんに敬意を

払っています。１人１人の創意工夫がこの

典型的な協働を進める原動力になっている

と確信しています」と挨拶されました。次

いで、近藤和幸海上の森センター所長が、

「東日本大震災から２年経過したが、復興

は未だ未だの段階であり、持続可能な社会

のあり方について皆さんと一緒に考えて行

きたい。海上の森の会の活動に大いに期待

しています」と挨拶されました。 

 
 総会の議長に福田澄夫理事長を選出し議

事録署名人を指名した後、議案審議を行い

ました。 

第１号議案 24年度事業報告、第２号議案

24 年度収支決算報告ならびに監査報告が

行われ、特段の質問もなく挙手による採決

の結果、賛成多数で承認されました。 

次いで第３号議案 25年度事業計画案、第

４号議案 25 年度収支予算案について提案

が行われました。 

25 年度事業計画案については、次の質疑

応答が行われました。 

自然環境調査グループが行う希少植物保

護のための作業注意事項については、希少

動物についてはどうか、特定地域外で行う

外来植物の駆除は具体的に何かとの質問が

あり、希少動植物を対象としているが、と

りあえず希少植物の保護から取り組んで行

きます。外来植物の駆除はヌスビトハギや

セイタカアワダチソウですと回答された。 

案内巡視グループが行う環境保全につい

ての質問については、不法投棄や倒木など

について行っていると回答された。 

野遊びグループのフィールドについては

海上の森センターの許可が必要と考えてい

るが、フィールドを利用する場合どこの許

第４回通常総会　開催される
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可が必要かとの質問について、県有地なの

で海上の森センターの許可を受けている。 

万一の事故について想定しなければならな

いので、森っこクラブに入って貰うのが良

いが、利用したい場合は声を掛けて欲しい

と回答された。 

25 年度収支予算案については、租税公課

予算は 20 万円で大丈夫かとの質問があり、

税金については 20 万円を超えない範囲で

考えていると回答された。会費を２千円に

値上げする考えはないかとの質問について

は、できるだけ値上げしないで済む方法を

考えて行きたいと回答された。 

印鑑の無断使用は常識的にも正しくない、

理事会は襟を正すべきであるとの意見があ

りました。 

挙手による採決の結果賛成多数により承

認されました。 

第５号議案 25 年度役員選出について提

案された理事８名、監事２名が承認されま 

 

 

  
 

 

した。休憩時間に行われた理事会で浦井理

事が理事長に、似内理事及び平野理事が副

理事長に互選されました。 

浦井巧新理事長が 25 年度役員の紹介を

行い、次いで「古民家移設での体験を通し

て海上の森の会は里山里地の再生を実践し

ている典型的な協同体です。25年度は会員

の拡充、各種助成金を活用して活動資金の

獲得に取り組んで行きたいと思いますの 

で、会員皆さんのご協力をお願いしますと

挨拶されました。 

 

 議案審議は全て滞りなく終了し、閉会し

ました。 

 

平成 25 年度 海上の森の会役員 

 

役 名　　　　　　 氏　名　　　　　　　　　　住　所

 理事長

副理事長

　理　事

　理　事

　監　事

浦井　 巧

平野 幸治

出口 なほ子

原田 幹雄

曽我部 紀夫

愛知県長久手市

愛知県春日井市

愛知県瀬戸市

愛知県瀬戸市

愛知県瀬戸市

 
役 名　　　　　　 氏　名　　　　　　　　　　住　所

副理事長

　理　事

　理　事

　理　事

　監　事

似内 信彦

山本 征弘

鈴木 敏明

原　　 秀男

山田 治義

愛知県豊明市

愛知県尾張旭市

愛知県瀬戸市

愛知県みよし市

愛知県瀬戸市
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  新理事長挨拶 

４ 

 

支え合いにより活動を継続していきましょう 

平成 25 年５月、理事長に就任いたしました、 

浦井 巧（うらい たくみ）でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上の森の会も設立以来9年目を迎えました。

愛知万博により改めて見直された海上の森を将

来にわたって保全活用し、後世に引き継ぐとと

もに、この地の歴史文化を今一度見つめ直し、

受け継いでいくことを目的に、会員の皆さんの

協力により進めることができました。各グルー

プでの幅広い活動によって、この会がなくては、

県が進めている海上の森の保全と活用の取組み

も成り立たない状況となり、会への期待は大き

く、役割や責任も重くなってきています。 

来年度は、10年目という節目の年を迎えます。

そこで、今後の会の運営にあたって、次の点を

基本に置いて皆さんと共に活動の輪をさらに広

げていきたいと考えています。 

○会運営の公正・公平性の確保 

NPO 法人として社会的に責任ある法人で

あり、その運営には常に公正・公平性が求め

られます。これを確保するため自覚と責任を

もって何事にも取り組んでいきましょう。 

○会員・スタッフの拡充 

現在、会員数が 170 名余りで減少傾向であ

ります。会員数の増加とあわせて活動に参加

していただくスタッフの拡充が急務です。地

元をはじめとする各地域から、また幅広い層

からの会員・スタッフの確保に向けて力を入

れていきましょう。 

○新たな事業費の確保と充実 

県からの受託事業も減少傾向であり、今後

も余り期待はできません。今は、全国的な団

体や企業の助成制度も数多くありますので、

そうした制度等を活用して、事業費の確保と

事業の充実に取り組んでいきましょう。 

○会員相互の支え合いによる活動の進展 

NPO法人といえども、会員の自発的・献身

的な活動によって支えられています。間違い

はもちろん正さなければなりませんが、とき

として、思い違いや勘違いも生じます。その

場合会員の信頼関係により、お互いに協調・

協力して解決していく、そして何より会員が

同じ目的意識を持って、支え合いにより活動

を進展させるという気持ち・心を大切にしま

しょう。 

○取組みの継続と前進 

今年はじめに海上の森の将来を考えるフォ

ーラムを開催しました。年末にはこれらの集

大成として多くの人の参加を得て「海上の森

フォーラム（仮称）」の開催を予定しています。

会の目的である、里山文化の創生・里山コミ

ュニティの形成に向けて、世代・地域を超え

た多様な人の参加により活動を確実に継続す

ることが、この目的を達成する源です。 

フォーラムで、海上の森がもつ意義・役割・

使命を将来に引き継いでいくことを今一度皆

さんとともに考え、確認しあい、10年目の節

目を土台として、その先10年20年を展望し、

取組みの継続と前進を図っていきましょう。 

今後も、会員の皆さんがそれぞれの立場で、

達成感や充実感をもって楽しく取り組んでいか

れるよう、微力ですが精一杯努力してまいりま

す。 

皆さんのより一層のご協力ご尽力を心からお

願い申し上げます。 

  ◆私の簡単なプロフィール 

 平成 13～15年度 県国際博推進局 主に海上の森担当 

平成 17年度   県森林保全課  海上の森担当 

平成 18～19年度 あいち海上の森センター所長 

 平成 23年度末  愛知県を退職 

 現在 愛知県農林公社 勤務 

 長久手市坊の後 在住 

 

支え合いにより活動を継続していきましょう 



平成 25 年度 新副理事長・新任理事挨拶 
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＜副理事長 似内 信彦＞ 

 

 第４回通常総会後に開催した第１回理事会で副理

事長に選任されました。 

海上の森の会は、「あいち海上の森条例」の基本理念

に基づき、愛知県と「海上の森における活動に関す

る基本協定」を締結した愛知県民を主体的に組織さ

れた唯一の団体で、海上の森における法令等を遵守

し、里山学びと交流の森づくりを進めることを責務

としています。NPO 法人の理事は、海上の森の会に

対してまた社会にたいして責任を負っています。 

NPO 法人海上の森の会が直面している財政の健全

化、後継者の確保、人材の育成、「海上の森フォーラ

ム（仮称）」の開催等について、理事の皆さまと共に

鋭意取り組み社会貢献を目指して参りたいと存じま

すので、会員皆様の更なるご協力ご支援をお願い致

します。 

 

＜副理事長 平野 幸治＞ 

森づくりグループに専念していましたが、今後は

他のグループの皆さんとも話合いを多く持ちますの

でよろしくお願いします。フォーラム開催にあたり

『海上の森だより』を 1号より読み直してみました。

紙面から会員の熱気をひしひしと感じました。皆さ

んにも再読をお薦めします。NPO 法人も 5 年目にな

ります。「海上の森」とどのよう様に関わっていくか

を改めて考える時期ではないでしょうか。新理事長

を補佐し、より活動しやすい会とようなる様に微力

を尽くします。皆さんの活躍に期待します。ただし

頑張りすぎないように。 

 

＜理事兼会計 原 秀夫＞ 

25年度の会計を担当させていただきます 

原 秀男（はら ひでお）と申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅はみよし市で、趣味で自宅の庭と知り合いの

地主さんより畑を借りた畑で野菜を作っております。 

私が森の会を知ったのは平成 21年、会社を退職した

ときでした。海上の森の会はボランティアでいろん

な活動をしており、その中から森づくりを希望し入

会しました。 

今年の２月ごろ、事務局より会計を依頼され会全

体の活動内容も知らないにもかかわらず、簡単に引

き受けたことに自分自身あきれております。しかし、

会計を受けた以上頑張ります。 

総会で 25 年度の予算報告がありましたように厳

しいものがあります。皆さんに指導料、物品等の購

入についてそのようなお話をさせていただくことも

あると思いますが、よろしくお願いいたします。 

自分自身いくつかのボランティア活動に参加させ

てもらっておりますが難しいこともたくさん見えて

きました。 

ただし、自分はあくまでもボランティアだとの自

覚を持って行動し、皆さんと気持ちよくまた誰もが

気楽に参加できる会になったらいいなと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

 

＜理事 原田 幹雄＞ 

この度理事に選任頂きました、原田 幹雄（はらだ 

みきお）です｡どうかよろしく御願いします｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の出身は愛知の奥三河で、周りを山に囲まれた

静かな所です｡しかし､農地改良をしたため、子供の

頃魚取りをした小川や､学校へ通学した小道もなく

なってまた夏のホタルも飛ばなくなり大変淋しい思

いをしています｡ 

ここ海上の森は谷田や沢など昔からの風景が沢山

あり、夏にはゲンジ､ヘイケボタルが飛びかう自然豊

かな里です｡また１年の間に 10 回開催される｢里と

森の教室｣では毎回､50名ほどの親子が参加し、田植

えから脱穀までの米作りを体験学習でき､野菜づく

森づくりを通して土と木に触れ合うことができます｡

子どもたちも､自然と触れ合いながら遊ぶことがで

きる里山です｡私は､この里山を守ると同時に､｢里と

森の教室｣のお手伝いをしながら､土とふれ合う楽し

さを体験したいと思っています｡ 

副理事長 似内 信彦 

副理事長 平野 幸治 

理事兼会計 原 秀男 

理事 原田 幹雄 

 

 



「海上いま、むかし」 

 

６ 

 

⑳海上の五月節供（その２） 

「万葉集 巻十四（東歌）」にある 3386 の

訓み下し文は、日本古典文學大系では「鳰鳥の

葛飾早稲を饗すともその愛しきを外に立てめ

やも」とあり、頭注の「大意」に「葛飾早稲で

新嘗の祭りを行っていても、あの愛しい人を外

に立てさせておけようか」とあります。同じく

3460の訓み下し文は「誰そこの屋の戸押そぶる

新嘗にわが背を遣りて齋ふこの戸を」で、「大

意」に「誰ですか、この家の戸をガタガタと押

すのは。新嘗の祭りで、夫を外に出して潔斎し

ているこの戸を」とあります。 

２首とも、稲の収穫後、その稲を脱穀して神

饌を作り、男たちを家の外に出し、精進潔斎を

して身を清め、屋内に迎えた神を饗応する物忌

みの儀礼が基本になっております。この祭りは

東国（東歌はすべて遠州以東）で行われていた

収穫感謝祭ですが、祭儀の謹厳な作法を畏れな

がらも破りたいと願う男女の機微がおりこま

れているために「相聞」（おもに恋愛の歌の部）

に分類されておりました。 

田植え前の五月節供の「葺き籠り」「女の家」

も、東国の新嘗祭もその時だけの祭りですが、

濃尾平野を中心とする東海地方には田植え後

稲刈り直前までの長い間、迎えた神を祭り続け

る所があります。そこでは、田植えが終わると、

海上のように農休みになりますが、このおりに

津島市の津島神社に代参して天王さん（牛頭天

王）のお札を受け、集落と集落の外にある田ん

ぼとの境を通るすべての道路に注連縄を張り

渡します。そして、受けてきたお札を集落の中

に臨時に設けた祠に納めて天王迎えをし、この

日から毎日、ムラ人が交代で神前に灯明を上げ

ます。天王さんを迎えて 75日間（台風シーズ

ンが終わる頃まで）、長いところでは 120日間

（稲刈り直前まで）祭りをし、最後の日には注

連縄を外し、祠もお札もいっしょに燃やして天

王送りをしました（今は祠を翌年も使います）。 

注連縄は清らかな空間と穢れた空間を区別

する祭具ですが、その注連縄をここでは集落と

田んぼとの境に張り巡らせ、長期間祭りをして

いるのです。天王祭りは一般には外からやって

くる疫神・怨霊（かつては伝染病の病原と考え

られていました）を追い払う祭りとも、夏神の

祭りともいわれています。牛頭天王を旧暦の５

月から６月までの２か月間（おもに伝染病が集

中して発生しやすい梅雨の期間）祭る京都八坂

の祇園祭はその代表ともいえます。それに対し

集落境に注連縄を張るこの地方の天王祭りは、

旧暦の６月以降夏が過ぎた秋まで行われてい

ます。田植えが終わった旧暦の６月以降は「土

用鍬を入れるな」「旧暦七月は田の水を落とせ」

などといって、あまり田に入らないようにし、

稲が自力で生長するのを見守っており、この地

方の天王祭りは疫神を追い払う京都の祇園祭

とは異なり、注連縄の内側にいる人間の長期に

わたる物忌みであったと考えられます。 

稲作りで物忌みをするのは田植え、稲刈り後

ばかりでなく、稲の生育期にもあったことは、

伊勢神社内宮（皇大神宮）別宮の風神社でかつ

て旧暦の７月から８月までの２か月間毎日行

われた「朝夕止悪風」の神事（群書類従所収『皇

太神宮儀式帳』）からもうかがわれます。日本

の最西端、与那国島では、在来稲は冬越しの稲

で、旧暦の１月に田植えをし、６月に稲刈りを

します。この間、２月カドゥ・ムヌン（田植後

最初の物忌み）、３月ツァバ・ムヌン（田の草

の物忌み）、４月フゥ・ムヌン（稲穂の物忌み）、

５月ドゥム・ヌ・ムヌン（稲虫の物忌み）と４

回の物忌みが行われております。 

私たちが行っているさまざまな行事の中に

は、絶えて久しい行事や、今もどこかでひっそ

りと行われている行事とどこかでつながって

いることがあります。時には鍬を置き、前代の

人びとがどんな思いでもの作りをしてきたか、

考えてみたいものです。    （伊藤 良吉） 



グループ紹介：案内・巡視グループ 

７ 

 

 

グループリーダー：鈴木 正司 

 

活動目的 

 １、里山の自然保護と環境モデルを目指す。 

 ２、里山サテライトを拠点に海上の森に

関する案内、問い合わせに対応する。 

 ３、海上の森の会の会員相互やハイカー

と自然を通じて親睦を図る。 

 

活動日 

 １、月 2回実施 

   （第 2日曜日と第４金曜日） 

 ２、時間は午前 10：00～午後 3：00まで

の間とする。 

  ・但し、体調不良・天候・事故等危険

と判断された時は適宜活動を中止し、

無理をしない。 

  ・里山サテライトに集合し出発。 

 

 
   新緑の海上砂防池 

 

活動範囲 

 里山サテライトを出発のルート 

 ・里山サテライト→四ッ沢→三角点→赤

池方面、ため池（ウルメキ）の周りの

目視 

・里山サテライト→物見山→赤池方面、た

め池（ウルメキ）の周りの目視 

 ・里山サテライト→物見山、海上砂防池

（通称大正池）方面、ため池（ウルメ

キ）の周りの目視 

 ・里山サテライト→篠田池、四ッ沢方面、

ため池（ウルメキ）の周りの目視 

 

＊ため池（ウルメキ）の点検 

（林道から目視） 

＊安全柵池内、法面、水路、施錠等の異常

の確認 

 

活動内容 

 １、ハイカーに対する案内、道順の説明。 

 ２、不正投棄、貴重種の採集者、倒木等

に対する対応。 

   その場で注意をせず、海上の森セン

ターへ連絡し、活動日誌にも記録し

ておく。 

 ３、担当者は案内巡視の腕章を着けて下

さい。 

 ４、事故防止のため、二人で活動をする。 

 

 

 案内巡視活動は、月 2回ではありますが、

海上の森の四季の変化、海上砂防池（大正

池）物見山頂上から見る風景も最高です。

またハイカーとの対話を通じて海上の森の

良さを知ってもらえれば、案内巡回活動を

して良かったと思います。 

 

 
物見山頂上からの風景 

 

 初めての方でも、ベテランの会員とペア

で活動をして頂けますので、いろんな森の

お話も聞けますし、知らなかったルートな

ど教えて貰えます。海上の森を歩くことを

楽しみにしている方々の参加をお待ちして

おります。 
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       ＜グループリーダー：曽我部 紀夫＞ 

４～６月は海上の森も賑やかになってきました。 

樹木に若葉が出て、春の草花、木々の花が咲き、蝶

や虫が出始めます。また、夏鳥が海上の森に繁殖のた

めに訪れます。 

今年もオオカメノキ、ウワミズザクラ、ハナイカダ、

等が立派に咲きました。 

調査ルートで、今年はササユリの咲く場所が数箇所

増え、アワブキ、ミズキの花が初めて開花しました。 

珍しい木ではヤマヒョウタンボクがたくさんの花を

つけました。６月から２個がくっついた瓢箪のような

実ができています。 

今年はギフチョウを見ることができませんでした。

観察情報も数件で近年非常に減少しているのが気掛

かりです。しかし、例年、数頭しか見ることのできな

いミズイロオナガシジミが１日で 10 頭以上見ること

ができました。今年は蝶、蛾の幼虫が多く、鳥などは

エサに困らなかったのではないでしょうか。 

今年の夏鳥ではホトトギスとキビタキの多いのが

目立ちました。オオルリ、センダイムシクイ、サンコ

ウチョウ、サンショウクイもいつも通り来て特徴のあ

る鳴き声を聞かせてくれました。 

      
 ヤマヒョウタンボク  ミズイロオナガシジミ

          （写真：山本 征弘） 

 
 
     ＜グループリーダー：鈴木 五男＞ 

・再生活動は５年目を迎えました。年間計画によ

り里づくり、里の再生グループスタッフ作業は毎

月第１・第３水曜日、活動時間 9：00～15：00、

集合場所は海上の森入口駐車場です。 

谷津田（谷田）の再生からスタートした「ふれあ

い里山保全活動」は多くの方々の理解を得て進めて

きました。「海上の里を甦らせよう」再生計画は４

年目を迎え、１－下田の再生はため池から海上川ま

での水路はでき上がりました。土手・畔づくりは草

刈り、杭打ち等の効果により徐々に安定してきまし

た。今年度は補修とともに雑草対策に取り組みます。 
２－果樹畑の再生は昨年に引き続き雑草整備中心

に以前の姿に復元します。物づくりは米・クンタ

ン・ホダ木づくり等を計画しています。 

活動状況 

今年度は水不足で始まりました。幸いに５月 28

日から恵みの雨が降り、大きな被害を受けることは

ありませんでした、とはいえお盆前後の水不足は例

年見られますので、気が抜けない状況が続きます。 

４月からは土手の叩き、杭打ち、草刈り、竹取り、

棚作り、水路整備、田の草取り等毎回明るく楽しい

汗かき活動を進めています。 

ヒエ、ナギ、セリの田圃 水田は田植え後１週間

位経過するとヒエ（ノビエ）が次々と生えてきます。

成長は早く稲より長く育ち、覆いかぶさりながら実

をつけます。実は収穫前から落ち種となって土の中

に残り、何年がかりで状況に応じて発芽します。２

週間位過ぎたころからナギ（ミズアオイ科）が生え

てきます。２～３週間で育ち群生します、苗の成

長・分ケツを妨げます。セリは春先からみられ水気

があればどこでも育ち、昔から悩みの種です。３種

ともそれなりに除去しても何十倍、何百倍、それ以

上と増えるので、試行錯誤の連続です。 

 

① ヒエの群生風景

 

 

②  ６月５日 

ヒエ取り風景
     （1）

 

自然環境調査グループ 

里の再生グループ 



 
 

9 
 

 

③ 
６月５日  
ヒエ取り
  風景(2)

 

 

④ 
６月 19 日

 

ナギの群生

 

 

⑤
 

６月 19 日

 
ナギ草取り
     風景(1) 

 

⑥
 

６月 19 日 
ナギ草取り
     風景(2)

 

 
 

 
       ＜グループリーダー：平野 幸治＞

 
間伐作業 25 年４月～６月 

作業日数；11日 参加人数：79名。 

間伐材は作業路、尾根筋の通路整備用に使用しまし

た。５月中旬よりは枝打ち作業に重点を置きました。

 

森づくりエリアの視察会 ６月 15日（土） 

センターより近藤センター長、野口所長代理、森の

会理事９名の方々に作業地（1.7ha）を尾根筋より視

察して頂いた。大澤さんが現地説明し,グループ員の枝

打ち作業も見てもらいました。参加者からは有意義で

あったとの声をいただきました。

 

森づくりエリア
        での説明

枝打ち作業

 
 

   ＜グループリーダー：出口 なほ子＞ 

今年は４月のおひなさまを３月 30 日に実施しま

したので四半期は活動日なしで終了。 

５月の節供を昨年同様、里のお多度さんの祭礼と

かさなりますので中止といました。長年お手伝いを

していましたので間延びして何か変でした。 

来年度はこの日にできる企画を立てたいと思い

ます。あれもこれもと計画をしても材料集めが間に

合わなかったり、広報が間に合わなかったりで、新

年度はつまづいています。反省。
 

 

 

    
＜グループリーダー：出口 なほ子＞ 

サテライトの鍵明けはとどこおりなく進んでお

ります。
 

利用者が多少減少したとはいえ、リピーターが多

いのでしょう、室内の汚れ、テーブルの汚れで目に

余る時が見受けられます。何とか利用者にマナーを

守る方法を伝えたいですね。 

維持管理の方は庭の裏、表の草取り、草刈りに手

を焼いています。スタッフ登録して下さっている方

森づくりグループ 里のくらしグループ 

サテライト維持管理グループ 
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が５名しかいません。そのため「里のくらしグルー

プ」の皆さんにも声をかけてお願いしているのが現

状です。５～６名では庭先の草取りが充分でき出来

ません。 

 
   みんなの憩いの場所里山サテライト  
サテライトの利用頻度の高いグループの方、グル

ープ長さん応援お願いいたします。 

草刈りの開始時刻もサテライト利用者が帰られ

る午後２時過ぎ頃からになります。（草刈機を使用

するため）。 

 
 
森っこクラブ  

＜グループリーダー：大澤 秀文＞  
● 今年春は、とても短くすぐに暑い夏に飛び込ん

だようです。「あそび村」の広場は笹や下草が多

く生え、早くから整備をしました。 

● ５月 25日（土）は「春のおもしろ生きものさが

し」をしました。「あそび村」では色々な

がたくさん見つかり、チョウチョ？ 

ガ？ハチ？と もむし さがしに夢中になり 
ました。オオツノトンボという珍しい生きもの

に出会い大喜びでした。「あそび村」では縄橋

わたりが相変わらずの人気です。 

 
 

 

● ７月６日（土）は「海上の森のホタルを見よう!!」 

を実施しました。森ッ子クラブの仲間約 60名 

という大勢が参加してホタルを楽しみました。 

次回に報告します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      ＜グループリーダー：藤野 昌之> 

  今年も県の受託授業の「里と森の教室」が始

まりました。定員 50名程度のところ、149名の

応募があり、センター長にお願いして抽選して

頂き、67名の方に参加して頂くこととなりまし

た。 

 

 年間を通して９回の開催です。初回の５月 26

日（日）には里山サテライトで近藤センター長、

浦井理事長にも挨拶をいただきました。 

 

 ６月９日（日）の田植えも大変楽しく行うこと

ができました。これからの季節は参加者の健康管

理を徹底してオーバーワークにならないように気

をつけなければならないと思っています。もちろ

んスタッフも各自で自己管理をして下さい。まず

無事に授業を進めたいと思っています。 

親子野あそびグループ 

 

 

大人気の縄橋わたり！ 

里と森の教室 
 
 

ホタル飛んで
！ ねたい      

厳正な抽選をする
近藤センター長

オオツノトンボ
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第４回通常総会（5月 18日開催） 

 瀬戸市瀬戸蔵で第 3回通常総会が開催され、理事長及び来賓挨拶に引き続いて提案さ

れた 24年度事業報告、収支決算報告並びに 25年度事業計画、収支予算案、役員選任

について承認された。 

 

第１回理事会（５月 18日開催） 

 １．25年度理事長に浦井巧、副理事長に似内信彦、同平野幸治を互選した。 
 

第２回理事会（6月 9日開催） 

１．25年度収支予算に基づく委託事業及び自主事業の執行予算管理について協議し、

各グループに詳細予算計画の提出を求めることを承認した。 

２．現行の指導料基準について見直しを行い、自主事業の指導料 300円/回への減額、

４半期毎参加回数が1/3 に満たない者へは指導料を支払わないこと等の条件設定

について協議し承認した。 

 ３．プロジェクト未来遺産登録及び日野自動車グリーンファンドの応募申請を承認した。

 

 
第 1回グループリーダー会議（6月 28日開催） 

１．25年度収支予算に基づく委託事業及び自主事業の執行予算管理に伴う各グルー

プの詳細予算計画の提出を求めた。 

２．自主事業の指導料 300円/回への減額、４半期毎に支払う指導料は参加回数が１/3

に満たない者には支払しないこと等の条件設定について説明した。  

３．各グループによる活動報告、意見交換を行った。 

４．プロジェクト未来遺産登録、日野自動車グリーンファンドの申請について説明した。

 

 

あいち海上の森センターとの連絡調整会議（6月 6日開催） 

 １．海上の森の会から 6/15 の森づくり作業地区の視察案内について説明を行った。

 

 ２．海上の森の会から名産大インターンシップ受け入れについて説明を行った。 

 ３．海上の森センターから「海上の森大学」受講生募集について協力要請が行われた。

 

 ４．海上の森センターから、森林・山村多面的機能交付金の紹介が行われた。 

 

会　議　の　報　告

総　会

 
理事会

 
リーダー会議

 

対 外 会 議



＜8 月～10 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 

８月 
20（火）・24（土・名産
大と協働作業） 8：40～ 入口駐車場 

作業路、散策路（ため池横）
の草刈りチエーンソ―鎌で） 弁当・飲料水 

９月 ７（土）・10（火） 
21（土）・24（火） 〃 〃 間伐作業 〃 

10月 ５（土）・８（火） 
19（土）・22（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 

８月 ７（水）・21（水） 9：00～ サテライト 田の草取り・柿畑整備 お弁当・飲料水 
９月 ４日（水）・18日（水） 〃 〃 ホダ木つくり・ヒエ取り 〃 
10月 ２日（水）・16日（水） 〃 〃 ハザつくり・ソバ脱穀 〃 

里と森の教室・スタッフ作業日  
 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

８月 14（水）. 25（日）.28（水） 9：00～15：00 サテライト 農作業 お弁当・飲料水 
９月 11（水）.25（水）. 29（日） 〃 〃 〃 〃 

10月 ６（日）. ９（水）.23（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 

８月 １日. ８日.15 日.22 日. 29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 

９月 ５日、12日、19日、26日 同上 同上 同上 同上 
10月 ３日、10日、17日、24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 
連絡はメール・ＦＡＸ・〒でお送り下さい。  

 
 
 

森ツアーグループ 
秋のハイキング 
日程：10月 19日（土） 
 秋の海上の森を歩きます。木の実を見つけ
たり、昆虫を観察したり、小鳥の声に耳をす
ませたり、楽しい一日になりますよ。 
 
里のくらしグループ 
海上のお月見 
日程：９月 21日（土） 
お団子を作って、サトイモを煮てお月さま
にお供えします。もちろんそのあとでお下が
りをみんなでお相伴します。 

（編集後記）会報の編集会議を始めた頃はまだ空

梅雨で涼しい日が続いておりましたが、校正の頃

には連日の猛暑で森も私たちも疲れております。

どうぞお体に御留意され、この猛暑を乗り切りま

しょう。森に行く時は飲み物を忘れずに、熱中症

にはくれぐれもお気を付け下さい。（中元恵子） 

 

 

 

子どもたち
の団子盗み
が あ る か
も？ 


