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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、多様な里山保全活動に取り組んでいます。 

    

                    

第 ５ 回 通 常 総 会 浦 井 理 事 長 挨 拶 新 役 員 の 紹 介 
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最新情報

は HP で! 

会員の皆様にはご希望があれば、紙焼きした会報をお

渡ししておりますが、会報や別刷の自然ノートをホー

ムページで見て頂きますと、パソコンが専用の書架と

なり、会の経費節減の他、自宅の空間を圧迫せず、紙

や印刷材料節減が省エネ（温暖化防止）に繋がります。

さらに文字や写真は紙焼きされたものと比べ、一段と

鮮明ですので、見て楽しんで頂くこともできます（推

奨）。ご理解の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

海上の森の会１０周年！「山の日」に負けない活動を 

今年度は、海上の森の会の創設 10周年であり、愛知万博開幕 10周年の記念の年でもあります。会

では特に記念行事と銘打ったものはありませんが、助成事業により実施する「里山スペシャリスト養

成講座」や「森林生態系保全学習会」などは、その一環として実施していきたいと思います。 

是非ご協力をお願いします。 

ところで、「山の日」が制定されました。８月 11日です。「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝

する」という意義からですが、日にちの決定には紆余曲折があったようで、実施も 2016年からになり

ます。八が山、11が木々という当てつけもありますが、何はともあれ山の日ができ、山に関心がもた

れる契機となり、また、休日が増えることは大変望ましいことです。 

それと私にとってはもう一つ深い意味があります。それはその日が私の誕生日だからです。 

海上の森の会の活動が、多くの人に出会いや気づき、感動を与えられるよう「山の日」に負けない

ように活動をより活性化し、発信力を高めていきたいと思います。皆さんの奮闘をお願いします。 

                            理事長  浦井 巧 
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第５回通常総会が開催されました 
 

 

第５回通常総会が、平成 26年５月 18日（日）

午前 10時から瀬戸市「瀬戸蔵」多目的ホールで開

催されました。 

第５回通常総会は、出席 30名委任状 73名の合

計 103名で社員総数 161名の２分の１以上の出席

により成立しました。浦井巧理事長が 25年度に実

施した海上の森フォーラム、活動規程・財務規程

の制定などについて報告し、現在展開中の森林・

山村多面的機能発揮対策事業、里山スペシャリス

ト養成講座、海上の森森林生態系保全学習会につ

いて皆様の協力をお願いしますと挨拶しました。 

 来賓のマリ クリスティーヌあいち海上の森名

誉センター長が、「海上の森の会の皆様がさまざま

な活動に取り組んで来られたことについて、敬意

を払います。皆さまが数多くの経験を通して、技

術や知識を習得されて培われた豊かな土壌の上に

立って、海上の森が更によりよいものになって行

くことを期待しています。次の世代のためにも活

動を続けて頂きたい」と挨拶されました。 

  

次いで、来賓の高山康博あいち海上の森センタ

ー所長が、センターの事業への協力について謝意

を述べられ、「海上の森の会の皆さんのご意見を聞

きながら「第２次海上の森保全活用計画」を策定

して行きたいので協力をお願いします」と挨拶さ

れました。 

 議長に山川一年さんが就任し、議事録署名人２

名を指名し、議案審議に入りました。 

 浦井理事長が第１号議案「平成 25 年度事業報

告」を、原秀男会計担当理事が第２号議案「平成

25 年度収支計算及び貸借対照表」の報告を行い、

曽我部紀夫監事が監査報告を行いました。 

議案審議で、会員から会報『海上の森だより』

がホームページ掲載に変更されたが、会報を以前

の様に配布して欲しいという発言があり、浦井巧

理事長から再検討しますとの回答があり、了承さ

れました。第１号議案及び第２号議案は夫々賛成

多数で承認可決されました。 

似内信彦副理事長が第３号議案「定款の変更」

について提案を行い、第３号議案は書面評決者３

名の反対を除いて書面表決を含む３/４以上の賛

成多数で承認可決されました。 

 浦井理事長が第４号議案「平成 26 年度事業計

画」について、原理事が第５号議案「平成 26年度

活動予算」について提案し、第４号議案及び第５

号議案は夫々賛成多数で承認可決されました。 

 事務局から提案された第６号議案「平成 26年度

役員案」は、書面評決者１名の反対を除いて賛成

多数で承認可決されました。 

 選任された 26年度役員は次の通りです。 

 理事は浦井巧、似内信彦、平野幸治、原秀男、

原田幹雄、山本征弘、出口なほ子、鈴木敏明、曽

我部紀夫の皆さんです。監事は山田治義、山川一

年の皆さんです。      （似内信彦）  

 

 第５回通常総会の閉会後に理事会を開催し、理

事長に浦井巧理事、副理事長に似内信彦理事及び

平野幸治理事が再選されました。 

 平成 26年度 役員名簿 

理事長 浦井 巧  

副理事長 似内 信彦 平野 幸治 

会計 

事務局長 
原 秀男 

 

理事 

原田 幹雄 出口 なほ子 

曽我部 紀夫 鈴木 敏明 

山本 征弘  

監事 山川 一年 山田 治義 

 

マリ クリスティーヌ

あいち海上の森名誉セ

ンター長 
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21世紀海上の森への取り組み 

都市近郊にある海上の森は、緑豊かな森林を

バックグラウンドとする里地を形成し、さまざ

まな動植物が生息する多様な自然環境を有して

います。しかしながら、かつて愛知県は、日本

の三大禿山県の一つと言われ、この地も荒廃し

た山並みが広がっていた時代がありました。そ

の後、多くの先人の努力により、現在は緑豊か

な里山となっています。 

この海上の森は、2005年に「自然の叡智」を

テーマに開催された愛知万博の原点ともなり、

瀬戸会場の一部として利用され、多くの人々に

環境問題と人と自然のつながりを見直す場とな

りました。 

あいち海上の森センターといたしましては、

海上の森を愛知万博の理念と成果を未来に継承

し発展させていくため、愛知万博記念の森とし

て保全するとともに、県民の皆様と協働しての

保全活用の取り組みを通じて、自然と持続的に

関わりあえる里山文化を創生していくことに努

めてまいります。 

そして、これらを進めていくうえで、県民の

皆様の活動組織である海上の森の会を不可欠な

パートナーと考えております。 

来年は愛知万博から 10年を迎えますが、次の

10年に向けて重要な課題があります。その１つ

目が「海上の森保全活用計画」であり、この会

で実施していただいております「海上の森の保

全活動事業」の基本となるものであります。    

平成 18年度にスタートした現在の計画は、本

年度で 9年目を迎え平成 27年度で計画期間を終

了することから、平成 28年度を期首とする「第

２次海上の森保全活用計画」を今年度から来年

度にかけて策定する必要があります。 

２つ目は、平成 19年度から実施してまいりま

した愛知万博継承事業である「あいち海上の森

大学」「人と自然の共生国際フォーラム」が平成

28年度をもって終了します。これらの事業を含

めて、海上の森の未来像を考えていく上で、こ

こ２・３年が節目となる大変重要な時期であり

ます。パートナーである海上の森の会の皆様の

御協力を得ながら進めてまいりますので、よろ

しくお願いします。  

あいち海上の森センター所長 髙山康博 

 

 

NPO 法人海上の森の会第５回通常総会にて

手前：髙山所長 
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助成による会の自主事業 

平成２６年度 多方面からの助成によって次の事業に取り組みます。 

 

１ 里山スペシャリスト養成講座（オータケ記念愛知県自然環境保護基金からの助成）  

30万円  

海上の森において、自然環境や森づくり、里づくり、里の歴史文化などを総合的に学び、里山保全

活動に精通した「里山スペシャリスト」を養成します。 

□募集人員  約１０名 

□講座内容   

科目 回数 内容 

基礎講義 １回 開講式・海上の森・里山の基本を学ぶ（講義・現地案内） 

実習講座   

自然環境調査 ３回 自然環境の観察・調査から動植物や生態系、生物の多様性などを学ぶ 

里のくらし ２回 昔からの行事から里のくらしや由来を学ぶ 

里づくり ４回 稲作をはじめとした農作業体験などから里の仕事を学ぶ 

森づくり ３回 間伐・枝打ちなどから森の仕組みや手入れ方法、森の働きなどを学ぶ 

里の歴史文化 １回 里の歴史、人々のくらしの知恵などを学ぶ 

まとめの講座 １回 まとめ・心構えの講義・意見交換・レポート作成・認定証授与・閉講式 

□研修助成・認定書授与・参考図書贈呈 

○一人１回に付き 1000円（地域通貨）を助成します（５回以上参加した方に限る）。 

○修了者には認定書を授与します（10回以上参加した方）。 

○参考図書「海上の森とともに」を贈呈します（参加者全員）。 
 

２ 森林生態系保全学習会 （愛知県 森と緑づくり事業の助成）   52万円  

① 観察会 

身近で多様な自然環境が維持されている「海上の森」で、わかりやすく理解できる森林の観察会を開催

します。  

□ 開 催 日 時  ① 7 月 12 日 ( 土 )  ② ７ 月 26 日 ( 土 )  ③ ９ 月 27 日 ( 土 )                      

いずれも午前 10時から午後３時まで 

□募集人員   各 30人  計 90人  事前申し込み 募集人員を越えた場合は抽選 

② 森林生態系保全セミナー 

  観察会での気づきや現地のようすから、生態系保全を学ぶセミナーを開催します。定員 100名 

□開催日時   10月 25日(土)  10時から 12時 

「人と自然の共生国際フォーラム」と同日開催 

  □場  所  モリコロパーク 

□内  容  基調講演  森林総合研究所 産学官連携推進調整監 

               奥田裕規氏  

         ビデオ放映 海上の森や観察会の様子を紹介 

意見交換  講師及び会員 

３ 森林・山村多面的機能発揮事業  （林野庁の助成 平成２５年度から実施）  109

万円  

海上の森の手入れ不足となっている人工林の間伐・枯損木の除去を始め、里の周辺で人工林にまで侵

入している竹林及び荒廃している竹林の整備と広葉樹林の整備を計画的に集中して実施し、森林・竹林

の健全化を図っていく。 

また、森林の機能や働き、森林の生態などを学ぶ森林環境学習会、子どもを対象とした積み木づくりや、

多数の参加を 

お願いします。 
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助成による会の自主事業 

森とふれあう「森のようちえん」などをメインとした森林体験学習会を実施し、森や里山に関する理解

促進と普及啓発を図る（27年度まで）。   計画内容 

取組概要 25年度 26年度 27年度 

１．活動推進費   一式   -----   ----- 

２．実践活動    

A-1地域環境保全タイプ 

（里山林保全） 

 

  0.7 

 

ha 

 

 1.0 

 

ha 

 

  1.0 

 

ha 

A-2地域環境保全タイプ 

（侵入竹除去、竹林整備） 

 

 0.5 

 

ha 

 

  0.5 

 

ha 

 

  ---- 

 

ha 

B 森林資源利用タイプ 

（広葉樹林整備） 

 

  0.3 

 

ha 

 

  0.5 

 

ha 

 

  0.5 

 

ha 

C 森林空間利用タイプ 
 

   3 

 

回 

 

 12 

 

回 

 

  12 

 

回 

３．資機材・施設の整備   
刈払い機    1台 

チェンソー   1台 

チェンソー  1台 

薪割り機   １台 

   ---- 

 

 

■平成２６年度 海上の森の会 組織体制図■  
  

 

理事 

 

  

事務局 

 

グループ 
グループ      

リーダー 
リーダー 活    動 

自然調査 曽我部紀夫 

山本征弘 自然環境調査 

  事務局長 曽我部紀夫 海上の森ツアー 

浦井 巧 原 秀男 池藤 栄 調査学習 

 
曽我部紀夫 事務局員 

里づくり 原田幹雄 

鈴木敏明 耕地管理 

鈴木敏明 中元恵子 鈴木五男 里の再生 

原田幹雄 似内信彦 原田幹雄 里と森の教室 

平野幸治 

 

森づくり 平野幸治 

大澤秀文 森っ子クラブ 

似内信彦 平野幸治 森林（もり）づくり 

原 秀男 布目 勝 森の教室 

出口なほ子 大澤秀文 企業連携 

山本征弘 

里山文化 鈴木敏明 

鈴木敏明 生活史調査 

  出口なほ子 里のくらし 

 

 

監事   
鈴木正司 案内巡視 

出口なほ子 サテライト管理 

山田治義 

 
総務情報 似内信彦 

杉山良治 ＨＰ管理 

山川一年 伊藤良吉 会報発行 

特別グループ 

海上の森フォーラム実行委員会 浦井 巧 アンケート・報告書 

多面的機能発揮グループ 平野幸治 里山林整備・竹林整備等 

里山スペシャリスト養成講座グループ 浦井 巧 養成講座 

 



「海上いま、むかし」 

６ 

 

㉔私の青春時代―鈴木保親さん 

私の青春時代を振り返ってみると、不思議な

縁が幾度かあり、そうした縁が私を導いてくれ

たのだと思うことがあります。 

私の青春時代に最も影響を与えてくれたの

は父でした。父・兼春は明治 43年に海上で生

まれました。徴兵で招集され満洲に出兵し、

そこで腹部に貫通銃創を負い帰還。傷痍軍人

として信州の陸軍病院で療養中に、後に瀬戸

市消防本部消防長となる安藤豊さんと知り合

いました。父は瀬戸に戻ると、腹部に銃創が

あるため力仕事ができず、家業の農業を多く

は家族に委ね、自らはマキ（薪）の寄せ屋を

皮切りに、陶磁器の荷造り縄を扱う荷造り屋、

碍子（電磁器）の生産に欠かせない硫黄の取

次店、不動産の斡旋などをやるようになりま

した。 

私は中学校を卒業すると、昭和 27年４月に

愛知県立瀬戸窯業高校に進みました。当時の

高等学校進学率はそれほど高くなく、幡山中

学校から窯業高校に進学したのは５名でした。

戦後、海上から初めて窯業高校に進学したの

は鈴木五男さんの兄・義美さんで、１年先輩

です。窯業高校に進んだのは、海上に先輩も

いたし、元々、物作りが好きだったこともあ

りますが、父の勧めがあったからでした。戦

後の瀬戸窯業界は復興が急速に進み、特に朝

鮮戦争の特需景気で、輸出用電磁器、ノベル

ティのメーカーが急成長しました。父は当時、

窯業に関わる仕事をやっており、それを肌で

感じて私に窯業高校進学を勧めたのでしょう。 

学校へは瀬戸坂を越えて自転車で通いまし

た。瀬戸坂は瀬戸の町との堺にある悪路で、

自転車で越えるのに難儀したものです。瀬戸

窯業高校には工業コース、工芸コース、経営

コースがありました。男子校に初めて女子が

入学したのは前年度からで、工芸コースに４

名・経営コースに 12名が入学しました。１、

２年の時は工芸コースを選びました。入学し

た者は瀬戸・赤津・品野の窯屋の子弟が多く、

全員が履修する土ねり・彫塑・ロクロなどは

幡山中学の者は大変でしたが、物作りが好き

だったので、特に困ることはありませんでし

た。３年になるとき、父は窯業の先行きに不

安を感じたのか、将来は銀行員になった方が

いいと言いだし、経営コースに変更しました。 

クラブ活動は、バスケット部に所属しまし

た。当時、瀬戸高校との定期戦がありました。

この対抗試合は毎年全運動クラブが行い、そ

の年の総合優勝を競いました。瀬戸の早慶戦

といわれた風物詩でした。県の予選は名古屋

市中区の金山体育館で行われました。 

夏休みや冬休みにはアルバイトをして過ご

しました。父は「アルバイトをすると、世間

のことが分かる」といって容認してくれまし

た。当時、景気の良かった電磁器業界（山増・

山悦・タケオ電陶など）で働きました。アル

バイト代で深川館・中央館・朝日映劇の映画

を観るのが楽しみでした。 

昭和 30年３月、瀬戸窯業高校を卒業して、

西萩町の「不二碍子」に入社しました。ここ

では大きな碍子を生産し、海外に輸出してい

ました。昭和 32 年、21 歳の時、父は突然、

瀬戸市消防本部の試験を受けなさいと言い出

しました。そこには父が信州の陸軍病院で知

り合った安藤さんが消防本部の消防長でいま

した。試験を受けに行ってみると、受験者は

３人で、後の２人は 23,4歳でした。一番若い

から採用されたと今も思っています。最初の

３か月間が見習い期間で日給でしたが、その

後本採用され月給になりました。採用される

と、東京の消防大学校で３か月の研修があり

ました。進路変更の多い青春時代でしたが、

この消防署にはその後、定年まで勤めること

になります。 

（聞き手：鈴木敏明・山川一年・伊藤良吉） 
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グループ活動報告 
 

 

 グループリーダー：平野 幸治 

 平成 25年度の森林・山村多面的機能発揮対策

事業の採択通知は遅くなりましたが、当グルー

プ担当の環境保全タイプ（里山林保全、竹林整

備）の作業は会員の効率的な作業、作業日の前

倒し実施等により、ほぼ２月中旬に完了させる

ことができました。 

 引き続き３月末日までは自主活動を実施しま

した。 

４月より同上新規作業ゾーンの画定のために

センター職員の測定を補助し、周辺にすべて杭

打ちを実施。その後林相、地形によりテープで

４ゾーンに区分けしました。野鳥の営巣が始ま

るので「里のくらしグループ」の会員とともに、

人工林の下草、雑木の伐採と集積をしました。

近接の侵入竹林の調査、３ヶ所の橋架け、作業

路の整備も実施しました。 

 空間タイプ（間伐体験、木工品製作を２回、

森づくりが担当）も併せて、９月より本格的な

間伐、土留め、竹林整備に入ります。 

 会員の発案による「木工芸教室」は本年２月

より行っており、センターの工作室で実施しま

す。希望者は事務局に申し込んでください。 

 企業連携への技術指導、有志による他グルー

プとの協働作業も行いたいと考えています。 

間伐作業 

 

 

        グループリーダー：大澤 秀文 

◆森っ子クラブ「あそび村」裏山のシイノキの

大木にツリーハウスの設営が森っ子クラブツリ

ーハウス応援隊の皆さんでスタートしました。

今年の４月から夏休みまでに頑張って完成させ

る予定です。子どもから大人まで自然あそびの

できるとても楽しい広場になると思います。 

  

◆５月 24日はとても暑い日になりました。今回

は森っ子クラブ「あそび村」で竹工作を実施し

ました。竹の水鉄砲・竹鉄砲・竹ぼっくりを竹

林から調達してきた竹で全部作りました。大人

が水鉄砲の標的あそびや竹ぼっくり、そして竹

馬乗りに夢中になって昔の子どものころに帰っ

ていました。 

 

◆６月 28日には夜の「ホタル観賞」です。今年

もホタルや里山サテライトでのイベントを楽し

みにしてください。 

森林づくりグループ 親子野あそび（森っ子クラブ）グループ 

すごいツリーハ

ウスになるよ 

 

的に当たった‼ 

 

的に当たった‼ 

的に当た

った‼ 
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グループ活動報告 
 

 

      グループリーダー：原田 幹雄 

平成 26年５月 25日に第１回里と森の教室を

開催しました｡参加人数は､22家族 46人でした｡

また海上の森センターより高山所長、野口副所

長、高木氏、余部氏の４名が出席して下さいま

した｡ 

午前中は､野口副所長の挨拶､そして海上の森

の会を代表して､浦井理事長の挨拶に続き､教室

のスタッフ藤野さんが今後のスケジュールと注

意事項の説明をし､ サトイモの植付けを行い

ました｡ 

 

午後は､高山所長の挨拶から始まり、サツマイ

モの植付けを行いました。子供たちが慣れない

手付きで､一生懸命頑張って植付けして頂いた

お陰で 400本の苗木すべてを植付けることがで

きました｡このとき植えた苗木はすくすくと育

っており、９月 28日の収穫祭が楽しみです｡ 

 

 

また６月８日に第２回里と森の教室を開催し

田植えを行いました｡参加人数は､20家族 46人

でした｡尻もちをつく子供､全身泥まみれになる

子供､お父さんお母さんは､大変だったと思いま

す｡ 

 

皆さんが､頑張ってくれましたので､７枚の田ん

ぼ全て植えることができました｡10月５日の稲

刈りが楽しみです｡後８回里と森の教室を開催

します｡我々スタッフ一同､参加される皆さんと､

一緒になって精一杯頑張ります｡ 

 

 

里の再生活動報告 

               鈴木 五男 

平成 26年度里の再生計画は、昨年の引き続きで

通称下田・上田の再生と物づくりの取り組みとな

りました 作業日は第１・第３水曜日 （午前９時

より午後３時）です。集合場所は海上の森入口駐

車場及び里の教室入り口（前田）で、スタッフ・

参加希望者はここに集合となります。活動内容は

４月２日シイタケのホダ木仮伏せ・水路整備・畦

道補修・畦整備、４月 16日竹と草刈り・根切り・

水路整備、５月７日河川整備・土寄せ・溝浚え、

５月 23日耕耘・畝立て・マルチ張り・草刈り、６

里と森の教室グループ 

挨拶をされる野口副センター長 

 

サツマイモの苗の植え付け作業 

田植え作業の様子 

僕達もがんばったよ(^O^) 
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グループ活動報告 
月４日 土手整備・水路整備・代掻き・草刈り等の

作業を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

       グループリーダー：曽我部 紀夫 

３月までは気温の低い日が続きましたが、４月

は歩いていても気持ちの良い気候となり、夏鳥も

訪れ海上の森も賑やかになってきました。蝶、蛾

の幼虫が多く、道の真ん中にもたくさんの毛虫が

ぶら下がっていました。 

今年もシデコブシ、オオカメノキ、ウワミズザ

クラなどが立派に咲き、ヤマボウシは例年以上に

多くの花をつけています。 

調査ルートでササユリのつぼみが昨年より少な

く、花が咲くのを大事に見守りましょう。 

今年もギフチョウを見ることができず、昨年笹

刈りをしてスズカカンアオイを育成している場所

の産卵調査をしましたが、産卵は確認できません

でした。 

しかし、ウラギンシジミ、テングチョウやアゲ

ハ類は昨年に比べて非常に多く観察され、５月に

珍しいアオバセセリも見ることができました。 

今年の夏鳥ではセンダイムシクイとキビタキが

多いのが目立ちました。サンコウチョウ、サンシ

ョウクイの数は少ないようですが、いつも通りに

来て特徴のある声を聞かせてくれました。 

今年初めてソウシチョウの声が夏鳥と一緒に聞

こえましたので、ソウシチョウが産卵している可

能性があります。 

 

自然環境調査グループ 

シデコブシ 

 

4 月 2 日水路復旧

作業 

 

4月 16日ため池

水路整備 

 

5 月 7 日河川整備作業 

6 月 4 日土手・畦補修作業 

 

6 月 4 日代掻き作業 
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グループ活動報告 

 

 

         （写真：山本征弘） 

 

 

      グループリーダー：出口 なほ子 

今年はまだまだだと思っていた桜も３月末にあ

っという間に咲きだし、小学校の入学式に満開と

なって、少し季節が逆戻りしているようです。 

 「里のひな祭り」も草餅、オコシモン、ちらし

寿司と盛りたくさんの品揃えで楽しい１日でした。 

スタッフの皆さん、飛び入りの参加者で和気あい

あいできました。 

 「端午の節供」はお飾りだけで終わりました。

来年は何か日時を変えて考えたいです。

 

サテライト維持管理グループとタイアップで活動

もしたいと思います。 

 

     

 

       グループリーダー：出口 なほ子 

 昨年、毎月１回できるだけ手で草取りをしたお

陰でしょうか、草の生え方が少し遅いように感じ

られます。４月 27日１回目の活動をしました。朝、

晩肌寒かったからか思い過ごしでしょうか。 

５月中旬になると、草が延びるは芽生えるはで、

６月 13日に２回目の草取りをしました。草を刈っ

てみると、例年通りすごい草の量でした。 

今年は髙山センター所長がサテライトで海上の

里の何か展示ができないかとお話を頂き、是非協

力をしたいと思っています。海上の今むかしの写

真、サテライトができるまでの写真展示等、手短

でできることを提案していきたいと思います。 

 

 

       グループリーダー：鈴木 敏明 

 

 海上の鈴木敏明山荘で鈴木保親さんから「戦後

の海上について」聞き書き調査をおこないました。

このうち、高校進学前後については、本号の「海

上・いまむかし」に掲載しました。 

里のくらしグループ 

サテライト維持管理グループ 

 

 

 

生活史調査グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

アオバセセリ  

キビタキ 

サテライトの

三月節供飾り 

 

サテライトの

五月節供飾り 

 

H26.6.13 

聞き取り

調査 
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理事会・グループリーダー会議 報告 

 

理 事 会 

平成 25年度第５回理事会（３月 21日開催） 

１．海上の森の会組織体制及び活動規程（案）の制定について審議し、承認された。 

２．海上の森の会財務規程（案）の制定について審議し、承認された。 

３．平成 26年度予算計画（案）、平成 26年度活動費支給基準（案）について審議し、賛成多数で承認さ

れた。 

４．平成 26年度役員人事（案）について審議した。 

５．海上の森の会定款変更（案）について審議し、承認された。 

６．平成 26年度あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業に応募することを承認した。 

７．里山スペシャリスト養成講座実施計画の参加者募集について協議した。 

 

平成 26年度第 1回理事会（４月 29日） 

１．第５回通常総会に上程する次の議案について審議し、承認された。 

１号議案平成 25年度事業報告、２号議案平成 25年度収支決算報告、３号議案平成 26年度事業計画

（案）、４号議案平成 26年度予算（案） 

２．平成 26年度耕地管理委託事業の進め方について協議した。 

 

通常総会 

第５回 NPO法人海上の森の会通常総会が５月 18日に開催された。 

 

グループリーダー会議 

平成 25年度第９回グループリーダー会議（３月１日開催） 

１．海上の森の会組織体制及び活動規程（案）について協議した。 

２．平成 26年度活動費支給基準（案）について協議した 

３．海上の森の会緊急連絡網について検討した。 

 

第 10回グループリーダー会議（３月 13日開催） 

１．海上の森の会財務規程について協議した。 

２．26年度予算計画及び活動費支給基準について協議した。 

 

平成 26年度第１回グループリーダー会議（４月４日開催） 

１．26年度事業計画（案）及び予算（案）について協議した。 

２．26年度森林・山村多面的機能発揮対策事業の実施について協議した 

３．里山スペシャリスト養成講座の募集チラシについて理事長より説明が行われた。 

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した。 



＜H26年７月～H26年９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 

７月 ５（土）・８（火） 
8：40

～ 
入口駐車場 間伐作業 弁当・飲料水 

８月 夏季休暇 ― ― ― ― 

９月 
６（土）・９（火） 

16（火）・20（土） 

8：40

～ 
入口駐車場 間伐作業 弁当・飲料水 

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 

７月 ２日（水）・16日（水） 9：00～ サテライト 水路整備.田の草取り お弁当・飲料水 

８月 ６日（水）・20日（水） 〃 〃 田の草取り.柿畑整備 〃 

９月 ３日（水）・17日（水） 〃 〃 ホダ木作り.田稗取り 〃 

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 

７月 ９（水）・23（水）・27日（日） 9：00～15：00 サテライト 農作業 弁当・飲料水 

８月 13日（水）・24（日）・27（水） 〃 〃 〃 〃 

９月 ７日（日）・24日（水）・28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 

７月 ３日.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 
弁当、飲料水 

８月 ７日.14日.21日.28日 〃 〃 〃 〃 

９月 ４日.11日.18日.25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。 

 

 

・森林生態系保全学習会  

☆７月 12日（土） 

✩７月 26日（土） 

✩９月 27日（土） 

 いずれも 10時～15時 

 海上の森：入口駐車場集合 

・森林生態系保全セミナー  

10月 25日（土） 10時～12時 

「人と自然の共生国際フォーラム」と同

時開催（モリコロパークにて） 

・里のくらしグループ  

☆里のお月見 ９月６日（土） 

 

 

 

（編集後記）今年は春が早かったのか、短かったのか考え

る間もなく夏になるようです。森は酷暑の夏を迎える準備

をし、夏鳥たちも子育てに忙しくしています。なぁんにも

考えすに森で座っているだけで自分も地球号の一員なんだ

なと思えて明日への力をもらえます。(´▽｀) （中元） 

 

 

 

 

 

mailto:moronokai2004@kxa.biglobe.ne.jp

