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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 

   

   

 

   

 

                    

1 1 月 2 3 日 ： 収 穫 感 謝 祭 

 

秋 の ハ イ キ ン グ １月 11 日：どんど焼き 12 月 23 日：正月準備と大掃除 

１月 19 日：里と森の教室 1 2 月 7 日：海上の森フォーラム 2 0 1 3 

海上の森だより 32号の目次 

「海上の森フォーラム 2013」を終えて   Ｐ.2.3 

「海上の森フォーラム」に参加して    Ｐ.4  

いま・むかし              Ｐ.5 

グループ紹介              Ｐ.6 

グループ報告           Ｐ.7.8.9.10 

会議報告                Ｐ.11 

３月～５月活動予定           Ｐ.12 

海上の森の自然ノート№８ 

最新情報

はHPで! 

第５回通常総会の案内 

日時：平成 26年５月 18日（日） 

午前 10：00～11：30 

場所：瀬戸蔵（４階）多目的ホール 

＊皆様のご出席をお待ちしています 
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○「海上の森フォーラム 2013」の開催結果 

 詳細は、報告書をホームページに掲載する予

定ですのでご覧ください。 

（１）開催日時   

平成 25年 12月 7日（土） 13:00～16:30 

（２）開催場所   

「瀬戸蔵」（瀬戸市蔵所町）多目的ホール 

（３）テーマ    

海上の森は今、そしてこれから 

 ―海上の森が問いかけるもの― 

（４）参加者   46名   

（５）フォーラムの開催趣旨 

海上の森の会は、設立以来９年目、ＮＰＯ法人

になってから４年目を迎えました。来年は 10周年

という節目の年を迎えます。そこで、これまでの

活動を振りかえり、愛知万博の原点と言われた海

上の森のこれからのあり方や、私どもの会の活動

について、今一度考えてみようと企画したのが、

本日のフォーラムのねらいです。このため、テー

マを「海上の森は今、そしてこれから 海上の森

が問いかけるもの」としました。 

こうした議論は、今年１月から３月にかけて、

分野別のフォーラムを３回開催し、これまでの活

動状況や課題について考えてきました。今回のフ

ォーラムでは、これらを踏まえて、多くの参加者

と一緒にさらに深く議論し、海上の森にどのよう

に関わっていくのか、さらには、「海上ならではの

里山コミュニティ」をどのようにつくっていくか、

ひいては人と自然が共生する社会づくりのために、

私どもは何を発信していくのかなど、具体的な取

組や新たな挑戦などをともに考えることを目的と

して開催しました。 

（６）プログラム 

①特別講演   

堀田あけみ氏（作家・椙山女学園大学准教授） 

テーマ【子どもが森でみつけるもの】 

 ○子供が豊かに育っていくには、やはり自然と

ふれあうことが必要 

○子供が大きくなるのに必要な要素は、「大き

な木」と「高低差」 

○「虫」「葉っぱ」「石」は汚い、気持ち悪いと

お母さん方が言われる、でもそれって理解の

入り口です。そこをシャットアウトしておい

て科学館に行って展示を見ても、わかるもの

もわからない。  

といったお話しが聞けました。 

②活動報告 

これまでの活動内容と課題について報告があ

りました。 

自然環境 曽我部行子さん 

森づくり 大澤秀文さん 

里づくり 鈴木五男さん 

 ③海上の森トーク 

パネリスト（敬称略）：曽我部行子・大澤秀文

鈴木五男・鈴木敏明・山田泰司・山田治義   

進行：浦井 巧 

 

しました 

 

 

 

 

 

パネルディスカッション 

以下の内容について、議論等行い、参加者か

らも意見がありました。 

○森の手入れ、水路整備等、里の基盤整備 

○自然環境調査の検証 

○グループの横断的な取組み 

 



 

3 

 

○豊かな里山をつくるために 

○若い人の参加を促すために 

○元気になるためには 

○収穫物等の販売は 

○やり甲斐や達成感を得るために 

○10周年記念事業について 

○海上の森の会のミッション 

 

（７）パネル展示 

海上の森の会の活動・海上の森について会 

場内にてパネルで紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各種助成金等の申請と結果について 

海上の森の会の活動を拡充するため、各種助成

金等を申請しましたが、結果は芳しくありません

でした。 

まず、海上の森フォーラムの開催のために「公

益財団法人 日野自動車グリーンファンド」に申

請しましたが、不採択となったため、その後「公

益財団法人 損保ジャパン環境財団」に再度申請

しましたが、残念ながらこちらも不採択となり

ました。 

また、「公益社団法人日本ユネスコ協会連盟」

が募集している「未来遺産」に海上の森の会の

活動について、登録の申請をしましたが、これ

も不採用でした。連続して申請してくださいと

のことでした。 

「愛・地球博開催地域社会貢献活動基金（モ

リコロ基金）」に海上の森の会 10周年記念事業

の実施について申請しましたが、これも今一歩 

 

場内にてパネルで紹介しました。 

 

★アンケートを募集します。（５月末まで） 

 海上の森フォーラムに関連してアンケートを募

集します。 

 会のホームページに載せますので、どしどし意

見をお寄せください。 

 

★今後の予定 

 ３月 報告書の作成（公表）・アンケート募集 

 ５月 アンケート集約 

 ７月 フォーラムレポートの作成（公表） 

今後とも、色々な形でフォーラムなどを開催し

議論を深めていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

及ばず不採択でした。 

また、平成 26年度に実施を考えている「里山

スペシャリスト養成講座」について「オータケ

記念愛知県自然保護基金」に申請しましたが、

これは２月２８日に採択されました。 

なお、国の事業であります「平成 25 年度森

林・山村多面的機能発揮対策事業」については、 

去る 12月 10日に申請し、１月 22日に採択され

ました（ＨＰに計画書掲載しています）。 

この事業は、「里山林の保全管理や資源を利用

するための活動」に支援されるもので、すでに

平成 25 年度事業がスタートしました。平成 27

年度まで継続する事業ですので、皆さんの参加

をお願いします。 

 以上のとおり、なかなか厳しい結果であります

が、これからもできる限り助成等の申請をしてい

きたいと考えております。 

           理事長 浦井 巧 
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「海上の森フォーラム 2013」に参加して 

伊藤直人（名古屋産業大学・ECOサイクル部） 

 

僕は今回のフォーラムに初めて参加させてい

ただきました。僕が参加するきっかけは、僕の

通う名古屋産業大学が夏期に短期のインターン

シップを行い、そこに僕が所属する ECOサイク

ル部の先輩が参加していて、その人がこのフォ

ーラムに誘ってくれたことでした。そこで、そ

の人と ECO部メンバー1人を連れて参加させて

いただきました。 

参加の理由は、自分たちの現在の活動では、

里山の保全に関わる他の保護団体と連携する活

動もしているので、フォーラムの題材ともなっ

ている海上の森が自然あふれ、里山のある場所

での活動についても聞けるいい機会だと思い、

これは意見も聞くためにも行かなくてはいけな

いと思ったためです。 

 

今回のフォーラムに来ていた海上の森の会の

人たちは年配の方が殆どで、若者が全くおらず、

なんだか寂しい印象を受けました。 

 

フォーラムでは海上の森の活動報告があり、

真剣に自然保護•保全活動に取り組んでいるこ

とが伝わりました。これからの自然は若い人が

維持しなくてはいけないのに、若い人がそれに

関わらないのは本当におかしなことで、もう少

し僕らの世代も自然の保護•保全についての正

確な知識を持ち、そのための技術を磨いて、親

身に関わっていかなくてはいけないのではない

かとも思いました。 

 

 

 

 

次の世代の人のために自然を残すことも大事

ですが、現代に生きる若い人たちも協力してい

かなくてはいけないのではないでしょうか。 

 



海上いま むかし 
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㉔ 隠れ屋の出作り小屋 

 

一口に海上地区といっても、塚原から篠田池、

大平、上隠れ屋、下隠れ家、トラオ、東畑、向

田、北屋敷、西山、小段、土塁下、クルミド、

ウルメキ、四津沢、広久手と実に広範囲だ。昔

は吉田や今林のシマ（ムラ組のこと）と同じく

半ば独立した地域であったと近世の地誌に記さ

れている。慶応年間に作られた祭礼オマントウ

用の馬道具は縁あって我が家であずかっている。

昔は塚原の馬宿をスタートして、海上多度神社

で上げ馬神事を執り行い、さらに八幡社に奉納

したということを祖父から聞いたことがある。

馬道具箱には立派な蒔絵の鞍もある。武者絵馬

具の内側に文字らしきものもある。解析したい。

これらは最終的には八幡社に返納すべきかもし

れない。10年後に控えた八幡社の 800年祭がそ

の機会になるだろう。 
 

 
 昭和 32年、昔の海上の弘法堂と農具小屋 

昭和 32年頃、母方の祖父と上隠れ屋の田んぼ

を見回ったことがあった。小型の出作り小屋が

作ってあって、仮寝、宿泊ができた。二人用テ

ント位のスペースがあると思ってもらうとわか

りやすい。夕刻になり、祖父は真っ黒なヤカン

に水を汲んで湯を沸かし、畑の近くの茶の木の

葉っぱのようなものをその中に放り込んだ。出

作り小屋の居室部分は二段になっていて上部に

もぐりこんで寝た。狸もそっと顔を出したとい

う記憶がある。 

海上南の広久手の方にも小さな田がいくつか

あり、農作業は大変だった。私の家に縁のある

親戚は広見、今村、馬ん場、上品野、桑下、島

原などである。田植えや稲刈りの時は今村や桑

下や馬ん場の親族が山口方面から上がってきて、

にぎやかだった。何よりも普段食べられない土

産のお菓子がうまかった。田植えの時の苗も長

くて今のものとは随分違った。常夜灯近くで蛍

狩りをしたこともあった。瓶に苗の葉っぱを押

し込み蛍を入れる。青白い光がきれいだった。

秋になると稲刈りだ。この時も親戚が集まって

きた。山口町にもあんたの所へ手伝いに行った

とういう御婆さんもいた。 

農作業は朝から真っ暗になるまであった。は

ざ立ての天日干しが一苦労、そして農協の発動

機籾すりも順番があり、遅れたりすると真っ暗

になった。むかしの人は働くためにだけ生まれ

てきたようなものだとつくづく思う。私の家は

かつて東畑の３軒の一つ。そこから北屋敷に移

った。西山の墓もこの３軒はくっついていた。 

ものみ山へ上がるときは、母親は東畑から

のルートを使っていた。東畑から隠れ屋へは簡

単に行けた。まるで忍者ルートみたいだった。

空襲で焼けおちる名古屋城をソンデの尾根から

皆で見ていたとよく語っていた。実に海上は散

策コースとしても複雑で興味深いのだ。今の隠

れ屋へは私の屋敷を眞二つに切って作った道が

一般的だ。屋敷の中を道が通ると言う話になっ

た時、父親は家族を集めて申し訳なさそうに承

諾したと説明した。海上を出るとき、農業をや

める時もそうだつた。普段は市役所の書類を風

呂敷に包んで持ち帰り、遅くまで仕事をしてい

たので、あまり家族で喋ったという記憶がない。 
 

 
隠れ家 故鈴木留義さん炭焼き窯跡（01.11） 

海上の鈴木もむかしはもっと分散していたの

だろうか。篠田池に観音堂があったということ

を 94歳の叔母が話している。下隠れ屋は山路・

篠田池の分岐点だ。山路にあったプールへ行く

ときもここを通った。    （鈴木 敏明） 



  グループ紹介：サテライト維持管理グループ 
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グループリーダー：出口 なほ子 

 

 海上を訪れる人たちが必ず立ち寄る施設、そ

れが里山サテライト（愛称「かたりべの家」）で

す。かつて 20軒もの民家があった海上集落の中

心にあります。物見山に登る人も、「海上砂防池」

を訪れる人も休憩地として利用します。さまざ

まな海上のイベントの中心舞台としても活用さ

れています。 

 

     里山サテライト全景 

 サテライトは元鈴木俊憲さん一家が生活した

古民家でした。大正７年に隣村の赤津から移築

した町屋形式の建物でしたが、平成 15 年２月、

老朽化のため取り壊されることになりました。

海上の里のくらしや歴史を知る生き証人を是非

残したいという声が上がり、「海上古民家再生プ

ロジェクト実行委員会」が誕生しました（委員

長 鈴木敏明）。何度かの調査、セミナーの開催 

  

にぎやかな休日のサテライト 

を経て、瀬戸市・愛知県の協力のもと、ついに

この民家の解体・復元作業にこぎつけることが

できました。７月の炎天下、古民家の解体作業

に参加したボランティアは 147名に及び、「海上

の森の会」誕生の原点となる活動でした。 

 復元完成した里山サテライトの保存と活用に

ついては誕生した森の会の課題の一つとなり、

建築設計家三輪邦彦さんをグループ長に検討し

てきました。現在も利用のあり方も含めて、海

上民具の展示施設・付け下げ施設（もの置き）

の復元なども検討しています。日常的なグルー

プ活動としては、①毎日のサテライトの施錠と

解錠・屋内軽掃除（居住地の近い８人で交代当

番）、②年間数回のサテライト周辺の草刈り、③

年末大掃除（硝子拭き・障子張りなど）と正月 

 

        草刈り 

準備（門松立てやオコズナ撒きなど）などがあ

り、グループ員のほか、他のグループや一般参

加の会員の協力も得て、楽しく行っています。 

 

      年末大掃除 

 みんなの憩いの場所、大切なサテライトを綺

麗に使って長くここで楽しみたいものです。皆

様の御協力をお願いいたします。 
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＜グループリーダー：大澤 秀文＞ 

◆12 月 8 日（日）「クリスマスリースづくりとミ

ニ門松づくり」を実施しました。 

駐車場からあそび村まで虫眼鏡でニセアカ

シアの「鬼の面」、クサギの「笑い顔」など葉

痕・冬芽の面白さや落葉でのお面あそびと大

変楽しみながら、またにぎやかにいきました。 

あそび村ではすぐに子どもたちはネイチャ

ーランドや裏山で自然あそびです。 

全員集合して早速集めた素材で「クリスマ

スリース」そして「ミニ門松」に夢中になり

ました。思った以上に上手にでき、とても満

足顔でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今年は、「春の生きもの」「ホタル観賞」「ノコ

ギリの除伐体験とひみつ基地づくり」「色エンピ

ツづくり」「クリスマスリースづくり」などなど、

子どもたちと大人が一緒になって楽しみました。

子どもたちの自然への溶け込みの速さに驚かさ

れる日々です。森っ子クラブ「あそび村」の裏

山でも色々なあそびが生まれています。広場は

楽しいネイチャーランドです。 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

＜グループリーダー：曽我部 紀夫＞ 

今年（平成 26年）の冬は寒い日が続いていま

す。前回の会報からしばらく時間を経て、秋か

ら冬の自然調査報告となります。 

 10 月にはアサギマダラが何回も見ることが

でき、花ではアケボノソウが満開でした。 

アカトンボはアキアカネを筆頭にコノシメト

ンボ、ナツアカネ、リスアカネ、マユタテアカ

ネがいました。 

 

 

 

 

 

何の顔！ 

（*^_^*） 

みんなで

クリスマス

リースづく

り 

竹を伐りミニ

門松づくり 

 

 

 

 

 

裏山ひみつ基地あそび

ｍｓ 

裏山の

落葉す

べり台 

野あそびグループ（森ツ子クラブ） 

ネイチャーラン

ドは楽しい！ 

自然環境調査グループ 

 

朴 の 葉

だよ 
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 11、12月にはムラサキシキブが紫色の実を付

け、鮮やかな朱色のカラスウリの実もなりまし

た。カラスウリは例年より非常に多くの実を付

けていました。 

センブリの花も例年通り咲いていましたが、

数株ほど盗掘されていました。残念なことです。 

 寒い中でもスズカカンアオイはいつも通り地

面にへばりついて咲いています。 

これから春の暖かさを迎えるといっせいに草

木が開花するでしょう。 

今年の冬鳥は少なく、いまのところウソや昨

年目立っていたソウシチョウの姿を見る機会が

ありませんでした。しかし冬の青空に猛禽類の

ノスリの姿を見ることができました。 

春です！！ 戸外に出て海上の森の自然をみ

んなで一緒に楽しみましょう。 

  

     

              （写真：山本征弘） 

 

      

           

＜グループリーダー：出口 なほ子＞ 

◆「二日のとろろ」と「どんど焼き」 

１月 11日（土）雪のち晴 サテライトはほっこ

り暖か。 

＊二日のとろろ 

 うるち米２升と押し麦（47ｇ×7 本）の麦ごは

ん。 

 自然薯 約３キロ（約２本をすり鉢ですべてす

りおろす）。 

＊七草粥 

 うるち米５合と七草（主に大根とカブ）。 

＊鏡開き 

 お鏡さん（２升餅）をわって、小豆でぜんざい

（小豆 300ｇ×3）。 

＊箸休めとして 

 黒豆、栗きんとん、紅白かまぼこ、卵焼き、筑？

前煮、田作り。 

＊お正月おせちの基本として 

 

        お釜で炊いた七草粥 

今年は自然薯が少し高かったのですが、皆さん

充分食して下さったと思います。 

お鏡さんの「わさび」の量は１升に付き大匙１

杯ぐらいでほとんどかびず、割るのが大変でした

が、ぜんざいに入れたり、焼き餅にしたりしてい

ただきました。 

七草粥はお米５合でお釜 7 分目程、粥が煮上が

ってからカブ、大根を入れ、塩加減も良好、おい

しくいただきました。参加者 24名。 

田中町（山口地内）の方が海上の森の会ホーム

ページを見て参加していただきました。大切にし

 アサギマダラ  

スズカカンアオイ  

ノスリ 

 

里のくらしグループ 
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たい参加者です。 

 

 

 

＜グループリーダー：出口 なほ子＞ 

 

12月は色々ありました。障子の張り替え、サテ

ライト周囲の水路はイノシシが掘り起こした土で

半分以上埋められたための除去作業。年末行事の

門松の材料集めなど。日暮れが早いのも大変でし

た 

 

Ｈ25.12.23サテライトの大掃除 

 

 

     ＜グループリーダー：鈴木 五男＞ 

平成 25年度の里の再生「海上の里を甦らせよ

う」活動は里づくりスタッフの情熱と行動力に

より年間 160 人、510 時間、土手の杭打ちから

始まり、ホダ木づくりで終了となります。 

今年度は、①果樹畑の竹笹整備、剪定により 

畑らしくなりました。 

②ため池から海上までの水路が整い、春夏の

水不足をため池の水で補い豊作年となりました。 

これらが目に見えた成果ではないでしょうか。 

・活動状況・ 

 暗渠工事；海上はノマダ（湿田）が多く、水

抜き機能の悪いところうは補修しなくてはなり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 水路整備；落ち葉、砂が堆積し溝浚え。 

イノシシ、溝を壊し修復。               

 

サテライト維持管理グループ 

 

里の再生グループ 

 

 

 

1月 15日溝掘り後パイプを通す作業  

埋め戻し畔づくり作業 

2月 5日溝浚え作業  
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＜グループリーダー：平野 幸治＞ 

１月７日（火）作業初日の日に、人工林間伐エ

リア（1.7ha）のアカマツの下で例年通り安全祈願

祭を執り行いました。参加者９名。 

 

菰を巻いたアカマツ 

 

Ｈ26.１.７安全祈願祭 

 県と人工林の間伐作業協定地である 1.7ha の丘

陵地もやっと３月末日で作業完了となりました。

今後は適宜作業して（笹竹伐り、雑木刈り）、間伐

方法の一モデル地区となるように心掛けます。 

 

笹竹伐り 

 昨年６月頃、林野庁より「森林・多面的機能発

揮対策（平成 25年度～平成 27年度）事業で、助

成資金の提示があり、応募の結果認可されました。 

 森林
も り

づくりグループは、里山林保全（0.7ha）侵

入竹除去・竹林整備（0.5ha）を受け持つことにな

りました。25年度分を３月末日迄に終了させさせ

ました、積極的に会員が作業しました。他のグル

ープ員にも参加をお願いしました。新年度も引き

続き、林野庁の助成資金を活用させて頂き、安全

第一を心掛けて作業していきます。 

 

       竹林整備 

 25年度の活動実績は以下の通りです。 

作業日：43日、 

延人数：243名（3月までの予定を含む） 

企業連携の間伐体験：６社、10回 

指導員派遣数：29名 

溝の修復作業 

 

森林
も り

（もり）づくりグループ 
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理事会・グループリーダー会議・海上の森フォーム実行委員会 報告 

理 事 会  

第４回理事会（11月 22日開催） 

１．25年度指導料基準改正案について審議し、全会一致で承認された。 

２．森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金の申請について審議し、承認された。 

３．尾張北部生態系ネットワーク協議会の参画について審議し、承認でされた。 

 

グループリーダー会議  

第４回グループリーダー会議（10月 18日開催 

１．25年度下半期予算について協議し、了承された。 

２．平成 25年度森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金の申請について説明が行われた。 

 

第５回グループリーダー会議（12月 13日開催） 

１．25年度指導料基準改正について説明が行われた。 

２．26年度予算計画要望調べに伴う各グループの予算計画提出について要請された。 

 

第６回グループリーダー会議（1月 24日開催） 

１．25年度事業活動実績報告の提出について要請された。 

２．26年度予算計画要望額に係わる各グループ提出内容について協議した。 

３．「よりあい工房ばんどり」との「森林・山村多面的機能発揮対策事業森林体験学習会業務委託契約書」

について説明が行われた。 

４、26年度里と森の教室に係わる里の教室及び森の教室開催回数について協議された。 

  

第７回グループリーダー会議（2月 7日開催） 

第８回グループリーダー会議（2月 20日開催） 

第９回グループリーダー会議（3月 1日開催） 

 上記３回のグループリーダー会議では、同じ議題について継続審議が行われた。 

１．組織体制及び活動計画・財務計画・26年度活動費支給基準案について検討された。 

２．26年度里と森の教室開催回数について協議された。 

３．26年度予算計画について協議された。 

４．海上の森緊急連絡網について検討された。 

 

海上の森フォーラム実行委員会  

第３回実行委員会（11月 1日開催） 

第４回実行委員会（11月 29日開催） 

海上の森フォーラム２０１３（12月７日開催） 

第 5回実行委員会（26年１月 11日開催） 



＜H26 年３月～H26 年５月のグループ活動予定＞ 
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森林
も  り

グループ・活動日 

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

３月 １（土）・４（火） 
８（土）・11（火）・15（火） 

8：40

～ 

入口駐車場 間伐作業 弁当・飲料水 

４月 ５（土）・８（火） 

19（土）・22（火） 

〃 〃 〃 〃 

５月 10（土）・17（火） 

13（土）・20（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 

３月 19日（水） 9：00～ サテライト 土手の叩き・杭打ち お弁当・飲料水 

４月 16日（水） 〃 〃 畔つくり 〃 

５月 7日（水）・21日（水） 〃 〃 苗田つくり 〃 

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 

３月 ９（日）.12（水）・26日（水） 9：00～15：00 サテライト 農作業 弁当・飲料水 

４月 ９（水）・23（水） 〃 〃 〃 〃 

５月 14日（水）・25日（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 

３月 20日.27日. 9:30～14:00 入口駐車場 花、鳥、虫など 

を観察、記録 

弁当、飲料水 

４月 ３日.10日.17日.24日 〃 〃 〃 〃 

５月 １日.８日.15日.22日.29日 〃 〃 〃 〃 

６月 ５日・12日・19日・26日 〃 〃 〃 〃 

 

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。 

 

 

自然環境調査グループ 

☆「シデコブシを観察しよう！」☆ 

 日程：平成 26年３月 30日（日） 

 受付：午前 9：30～14：00 

 集合場所：海上の森センター駐車場 

 参加費：無料 

里のくらしグループ 

☆里のお雛祭り☆ 

日程：平成 26年４月５日（土） 

☆里の恵みを頂いて小物作り☆ 

日程：平成 26年５月３日（土） 

☆農休みとホタル鑑賞☆ 

日程：平成 26年６月 28日（土） 

（編集後記）今年の冬は寒暖の差が激しく、そのせいか冬

鳥が少なかったように思います。我慢の冬を越し、春到来

を持ち詫びているのは人間だけではありません。海上の森

に春が来たよヽ(^o^)丿 （中元） 

 

 

 

 

 

mailto:moronokai2004@kxa.biglobe.ne.jp

