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新年明けましておめでとうございます。 

皆様、健やかな新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。 

今年は「愛知万博」開催から 10 年の記念の年です。海上の森の会も 11 年目の春を迎えることができま

した。これも会員始めスタッフの皆さんの熱意と日々の努力の賜物だと思います。 

昨年の収穫感謝祭は、参加者が 230 名を超え、大いに盛り上がりました。また、自然環境調査や各教

室、森づくりや里づくりにおいても、助成金制度などを導入し、充実したものとなっております。 
こうした実績を土台として、更なる飛躍の年にしたいものです。このため、新たに「海上の森検定」や

「夏休み子ども自然学校」など、海上の森をより多くの方に知ってもらう仕掛けも考えていきます。 

しかしながら、会が継続して発展していくためには、会員の参加はもちろんのこと、スタッフが互い

に協調し、尊敬しあうことが大切です。キーワードは、“リスペクト”です。各世代が加わって賑わい

のある会、汗を流した分だけ充実感や達成感が感じられる会、それぞれの想いを互いに認め合う会、そ

んないきいきとした会にしていきましょう。 
会員各位の一層のご理解ご協力をよろしくお願い致します。   理事長  浦井 巧 
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 本会は、愛知県や地域と協働で、海上の森の自然や文化を守り育てるために活動すること

を目的として設立した NPO 法人です（定款より）。 

 ●平成 27 年度・第 6回通常総会の日程が決まりました。 

  平成 27 年５月 16 日（土） 10：00～ 

  瀬戸市文化センター （12 会議室） 

  会員皆様の出席をお願いいたします。 

 ●本会報の発行は原則としてメールでお知らせし（一部郵

送）、ホームページで閲覧して頂くことになっています。 

メールアドレスを変更された場合は事務局まで御連絡下さい。 

最新情報は 
ＨＰで！ 海上の森だより 35 号の目次 

新年明けましておめでとう 

森林生態系学習会を終えて 

里山スペシャリスト養成講座終了 

グループ紹介：里と森の教室 

海上いま、むかし 

グループ報告  

１月～３月活動予定  

海上の森の自然ノート№12      別刷 
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多様な自然環境が維持されている「海上の森」

で、観察会とセミナーの組み合わせにより、森

林生態系を理解する「学習会」を開催しました。 

① 海上の森・森林生態系保全観察会 ３回 

７月 12日  参加者 14名    

      ７月 26 日  参加者 ８名 

９月 27 日  参加者 14 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

② 上の森・森林生態系保全セミナー  

10 月 25日 モリコロパーク 

 観察会での結果も踏まえながら、有識者の 

講演、情報提供・意見交換などによるセミ 

ナーを開催  参加者４５名  

 

■セミナー プログラム 

10:00～11:00  

基調講演「人と森林の生態」  

森林総合研究所 産学官連携推進調整監  

奥田裕規氏 

11:00～11:10 ＤＶＤ上映  

「海上の森はこんなところ」(会の事務室で見

られます) 

11:10～12:00 トーク    

奥田氏・海上の森の会会員 

 

■基調講演要旨(講演資料から抜粋) 

１） 生態系とは何か？ 

生態系には生物的な要素として、生産者、消

費者、分解者の３グループをみることができる。

また一方で、生態系を構成する無機的な自然と

しては大気、水、土壌の三つを代表ととらえる

ことができる。生態系のこれら無機的・有機的

な構成要素の相互依存・独立の関係を解明する

ことが生態学（ecology）である。 

 

２） 森林生態系の発達 

森林は地上において植物群落がもっとも

良く発達した形態であり、一定以上の降雨が

みられる地域で発達する最終段階である。そ

の中で、ある土地において植物群落が自身の

生育に伴って環境にも作用しながら時間の経

過とともに群落が成長・発達して変化してい

く現象を植生遷移と呼んでいる。 

３）森林生態系、生物の多様性の重要性 

私たちの生活の中で、当たり前と思ってい

ることの多くが生物多様性のたくさんの恵み

（生態系サービス）の上に成り立っている。 

○すべての生命の存立基盤 

酸素の供給・気温、湿度の調節・水や栄養

塩の循環・豊かな土壌 

○暮らしの基盤 

食べ物、木材、医薬品、品種改良、バイオ

ミミクリー（生物模倣・マジックテープ⇒

キク科オナモミ、新幹線500系のパンタグ

ラフ⇒フクロウなど） 

毎日の食卓を彩る野菜などの食料はも

ちろん、新聞や本などの紙製品や医療品な

ど、生きものの遺伝的な情報、機能や形態

も私たちの生活の中で利用されている。 

○豊かな文化の根源 

地域性豊かな文化・自然と共生してきた知

恵と伝統 

○自然に守られる私たちの暮らし 

マングローブやサンゴ礁による津波の軽

減・山地災害の軽減 

 
四ッ沢～古窯あと～尾根筋の人工林～里山
サテライトのコースを歩き、森林植生の変
化、植物の生育状況を観察しながら、森林
生態系について学んだ。間伐のデモンスト
レーションも行なった。あわせてＤＶＤ作
成のための撮影をした。 
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■トーク発言要旨 

森づくりグループ  平野幸治リーダー  

○森づくりグループは、発足当初より自主的

に、県との協定地域での人工林の間伐、玉

伐り、枝打ち、土留め作業を行ってきた。

対象は、昭和 55 年から平成元年に植栽され

た約 30ha の厳しい傾斜地である。 

常時の参加人数は 7～10 名。 

作業日数は年間約 40 日。 

○発足より平成 25 年度まで約 2.5～3.0ha 

の間伐を完了した。 

里のくらしグループ 出口なほ子リーダー  

○昭和 30 年頃までは、海上の里で 10 軒ぐら

いの方々が生活をしておられた。その方々

に聞き取りをして、当時の生活史などを掘

り起こし、年間の行事に取り入れて再現し

ている。 

○特に若い方々に聞いたり話したりして、現

在の視点も取り入れつつ、まず食べること

を中心に取り組んでいる。 

○これも会員の田畑、森の管理等による恵み

の“おすそ分け”によって活動できている。

感謝、感謝。 

環境調査グループ  曽我部紀夫リーダー  

○会ができてから８年間ずっと海上の森の 

一定のコースの草花、木の花、昆虫、鳥、 

動物などを観察、調査している、（毎週）。 

森は（自然も含め）変化している。一番 

分かりやすいのが景観。樹木が育ち、笹が 

茂り眺望できた所が狭く、少なくなった。 

○ボランティアや企業が手入れした人工林は

明るくすっきりした林になっている。ナラ

枯れによる倒木、伐採で森に明るい所がで

きた。 

○鳥、昆虫では、海上の森で名の知れたオオ

タカの姿が見られない。ギフチョウの姿も

見られなくなっている。タマムシが非常に

たくさん出現するようになった。蝶ではオ

オムラサキがみられるようになった。 

○最近 残念なことは、稀少な山野草が盗掘

されていることである。 

営巣している野鳥の巣で、周辺で騒がれて

営巣放棄がみられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■セミナーのアンケート結果 

セミナーの感想として、「よかった」「参

考になった」の回答が９割です。 
また、森林生態系について「明確になっ

た」人が９割近く、課題については「明確

になった」と「どちらとも言えない」が半々

でした。こうしたセミナーの継続について

は「実施すべき」の回答がほぼ全員でした。 
おおむね好評な結果でした。 
 
これからもこうしたセミナーや学習会な

ど、多くの人が参加してただけるように工

夫して海上の森を知る・学ぶ・語る催しを

開催していきたいと考えています。 
            (浦井 巧) 
 

※詳細は、ホームページに「報告書」を掲載して

います。  

※この事業は県の「森と緑づくり事業」の助成を

受けて実施しました。  
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里山スペシャリスト養成講座は、平成 26 年 11
月 30 日（日）の閉講式で、７月５日の開講式から

始めた 15 回の講座が全て終了しました。 

この講座は、公益信託オータケ記念愛知県自然

環境保護基金の助成金で行なった事業です。 

 閉講式は、あいち海上の森センター会議室で、

受講生７名と浦井理事長、講座を担当したリーダ

ーが出席して行われ、浦井理事長が里地里山の現

状・保全活用、ボランティア活動の心構えについ

て講義された後、受講生全員が養成講座のレポー

トを発表しました。 

 受講生は名古屋産業大学と愛知工業大学の学生

9 名、社会人 2 名の合計 11 名でしたが、５講座以

上受講した 8 名に里山スペシャリスト認定証と地

域振興券（「もーやっこ券」）を出席回数に応じて

授与し、12 講座以上受講した 5 名には、皆勤賞を

授与して閉講しました。 

 里山スペシャリスト養成講座は、海上の森の会

が設立以来 10 年を経過して、会員の高齢化が進み、

次世代の里山再生の担い手づくりを目的として実

施されましたが、受講生５名が海上の森の会に入

会され、今後の里山再生の担い手として大いに活

躍が期待されます。 

 講座では、７月５日の開講式を皮切りに、自然

環境調査グループ担当の調査学習会「海上の森の

キノコ」「海上の森の水生生物」「海上の森観察会」

の３講座、里のくらしグループ担当の「ホタル観

賞」「里のお月見」の２講座、里づくりグループ担

当の里の教室「田の草取り」「サツマイモの収穫」

「田んぼの稲刈り」「収穫感謝祭」の４講座、森づ

くりグループ担当の「森と遊ぶ」「人工林の間伐」

の２講座、生活史調査グループ担当の「海上の歴

史と文化」の１講座、「人と自然の共生国際フォー

ラム」及び閉講式の 15 講座が行われました。 

 「里山スペシャリスト養成講座」感想文は次の

通りです。 

「里山スペシャリスト養成講座を受講して」 
          安部 与佐雄 

 ホタル観賞会に始まりました。ホタルの数がま

だ少ないようですが、徐々に増えていくと思いま

す。また、植物観察、水生生物観察、キノコ観察

など、子どもの頃を思い出し、昆虫や植物を観る

だけで喜びを感じました。里の農作物の収穫や雑

草の草取りなど、子どもの頃よく手伝わされたこ

とを思い出します。ヒノキの間伐で手順通り伐り

倒した時、大きな音に迫力を感じ、空間ができて

日当たりが良くなり、ホットした感じになりまし

た。 

収穫祭は総勢 230 名も集まり大盛況。焼き芋づ

くり、餅つき 
に参加し和気 
あいあいと昼 
食を楽しみ祭 
りは終了しま 
した。最後に、 
森づくりグル 
ープに入会し、 
自然の景観の 
歌声が響くような散策路の保全活動に参加してい

きたいです。 
 
 
「里山スペシャリスト感想」 
  名古屋産業大学 ECO サイクル部 

鈴木 克吉 
自分は現在通っている名古屋産業大学の ECO

サイクル部に所属しています。その活動の中で今

回の養成講座への参加がありました。 
今回の里山スペシャリスト養成講座で自分が学

んだことは沢山ありました。 
自分は今まで、今回海上の森で体験した人工林

の間伐や観察調査会などの経験はまったくありま

せんでした。そのため今回の養成講座での内容は

どれも新鮮に感じられました。 

9/20 間伐作業に参加 
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特に印象に残っているのは、人工林の間伐や観

察調査会などの講座でした。観察調査会では、普

段なにげなく歩いている駐車場からサテライトま

での道で、海上の森の会の方の解説を受けながら

歩くことで、今まではその存在にすら気づくこと

のなかった花や木々に目を向けることができまし

た。また人工林の間伐作業は、とても良い経験に

なりました。今までは“豊かな森を維持していく

ためには間伐をすれば良い”と簡単にそう考えて

いました。しかし今回実際自分の手で間伐作業を

行ってみて、口で言うのは簡単なことだけれど、

それを実行に移すのはそう簡単なことでではない

のだと気づかされました。 
日本は、国土の約 70％を森林が占めています。

にもかかわらず林業の仕事に就く人は極わずかで、

また高齢化も進んでいます。林業の仕事は重労働

です。自分も今回やってみて、木をたった数本倒

しただけでもだいぶ体力を消耗しました。そんな

中で感じたのは、若い世代の人の積極的な参加で

す。若くて体力のある人が積極的に森の中に入る

ことです。世代交代を確実に行い後世へと豊かな

自然を引き継いでいくことが、今を生きる人の役

目であり必ず実行しなければならない仕事です。 
そんなことを考えされられた今回の養成講座で

は、この他にもお月見会や収穫感謝祭など、里山

の環境や文化を肌で感じることができました。現

在の海上の森の会が置かれている現状として、若

い会員が少ないと感じました。会が行うイベント

の中には若い親子連れの参加者が多いイベントも

多々あります。そんな若い世代の方に会に入って

もらい、積極的に会に参加してもらいたいと思い

ました。また、これからの会の発展のためには、

現在よりもより積極的な海上の森の情報提供を行

っていくことが重要です。多くの人に海上の森の

存在について知ってもらい、里山の保全や古くか

ら伝わる伝統行事に参加してもらいたいです。そ

れにより今後海上の森が幅広い世代の人が集う憩

いの場となって行くと良いと思います。 

 今回の養成講座をきっかけとし今後も ECO 部

が海上の森の会の皆さんと深く結びつき、会のイ

ベントに積極的に参加していきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
その他の受講生皆さんによる感想文は、概ね次の

通りです。 
[受講生 A さんの感想文]   
「海上の森」でホタルを見ました。ホタルの幼

虫は７月から翌年の４月頃まできれいな水中で暮

らし、４月半ば頃から８月までは陸上で暮らすこ

とを教えて貰いました。ゲンジボタルとヘイケボ

タルの光る長さを観察したら違いが分りました。

ホタルが見られて良かった。海上の歴史・文化の

お話で、里山は集落近くにある生活と直結した山

であることが分りました。間伐作業では、倒す方

向を決めてから木の受け口を伐り、反対側の追い

口を鋸で伐ることが分りました。少し残すところ

を「つる」と言い、それにロープを掛け、引張っ

て倒す作業をしました。畑ではサツマイモなどを

収穫して楽しかったです。 
 イベントで自然や里山の話を一般の人にしてい

けば、少しでも「海上の森」を知って頂けると思

います。「海上の森」でオリエンテーリングを季節

の変わる時期な 
どに開催すると、 
四季の移り変 
わりが良く分っ 
て楽しいと思い 
ます。 

8/24 座学「海上の歴史と文化」 
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海上の森の会員として、海上の森の自然を保全

していき、大学の学生に自然の大切さを発信して

いきたいと思っています。 

[受講生 B さんの感想文] 
全体を通して、里山の暮らしについて学習する

ことができました。今後の大学での部活に活かせ

る内容が多くあり、参加した全ての講座で楽しめ

ました。 
 大学の ECO 部を通して、環境に優しい運動を

行なっていきたいです。 

[受講生 C さんの感想文] 
 定期的に森を歩くことで、心と体に良い影響が

あったように感じる。海上の森の会が、どのよう

な活動をしているか少し理解できた。大学の授業

で学んだことに通じることも多かったが、実際に

フィールドで体感することで、より深く学ぶこと

ができたと思う。貴重な体験になった。 

[受講生 D さんの感想文] 
 里山スペシャリスト養成講座を通じて、自然に

対する関心度が高まりました。海上の森の会の人

たちは本当に優しくて、皆さん暖かい人が多いと 
感じました。 
もう少し参 

加できれば良 
かったのです 
が、土、日に 
なかなか時間 
が取れず残念 
です。 
 今後も、講座やボランティアに積極的に参加し

て行きます。 

[受講生 E さんの感想文] 
普通過ごしているだけでは体験できないような

素晴らしい体験をさせて頂きました。ボランティ

アの関係者の方々もすごく優しく接してくださり、

参加しやすく、すごく楽しくできました。こうい

った良い体験をできることを、もっと他の人にも

知って貰えるように、アピールしていくと良いと

思います。 
 この経験を生 
かして、これか 
ら生活していき 
たいです。ここ 
で学んだことを、 
他の人たちにも 
伝えていきたいと思います。このボランティアを

やって自然などの見方も変わったので、それをど

んどん行動に移していきたいと思います。 

[受講生 F さんの感想文] 
 海上の森で楽しく遊ばせて頂いたと言うのが率

直な感想です。海上の森の生物（植物・水生生物

等）を知ることができてとても楽しかったです。

子供の頃は、よく山で遊んで育ちましたが、何も

知りませんでした。 
 色々な内容の講座があり、とても興味が持てま

したが、全体として統一した内容になっていない

ような気がします。10 月の講座から 11 月の講座

まで期間が空き過ぎて気が抜けたように感じまし

た。健康管理も兼ねて海上の森を歩き回り、海上

の森のことを学んで行きたいと思います。 
                                 （似内信彦） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/3 水生生物調査学習会 

11/30 
閉講式 
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    グループリーダー：原田 幹雄 

「あっという間だった!!」、12 月 21 日に最後の

第 10 回「里と森の教室」が終了したときの正直な

感想でした｡ 
 
５月 25 日に、第１回の「里と森の教室」が、 

始まった時は、12 月 21 日の第 10 回までなんと 
長い道のりだろう、はたして無事に終了すること

ができるだろうか、不安でいっぱいでした｡  
しかし実際に始まってみると、それは杞憂でし

た。各開催日に合わせて、畑の耕耘・畝作り・畑

周辺の草刈り等の事前準備をし、また各開催日当

日には、参加された皆さんに作業内容を分かりや

すく説明をし、また作業時には適切な指導をする

など、スタッフの絶大な協力・活躍により、無事

に終了することかできました。また海上の森セン

ター・海上の森の会事務局の皆さんにも協力して

頂き、感謝しております。 
 
私どもスタッフ全員の願いは、参加された皆さ

んが「楽しかった」「参加して良かった」「また参

加したい」という思いを抱いて帰って頂くことで

す。そのために精一杯活動しようと思いを新たに

しております。 
最終日に参加者の方全員(27 名 15 家族)にアン

ケートを取らせて頂きました。 
（1） 現地作業の内容について 

25 名の方が「大変良かった」・「良かった」 
（2）スタッフの説明について 

24 名の方が「良く理解できた」・「大体理解

できた」 
（3）今後教室を開催した場合の参加について   

21 名の方が「参加したい」 
 

以上の結果は、私どもスタッフの大きな励みと

なりなお一層、頑張らなければならないという思

いで一杯です。以下、各開催日の参加人数と作業

内容を報告致します。 
 

 
第１回 ５月 25 日 
参加人数 46 名 
22 家族  
スタッフ 15 名 
里芋の植付 

け、サツマイ 
モの植付け。 
 

第２回 ６月８日 
参加人数 46 名 20 家族 スタッフ 13 名 

田植え。子 
どもたちも泥 
んこになりな 
がら、頑張っ 
てくれました。 
下田の一番小 
さい田んぼは、 
子どもたちだけで植えました。  

第３回 ６月 29 日   
参加人数 44 名 19 家族 スタッフ 12 名 

田の草取り、 
里芋畑の草取 
りと追肥、イ 
ンゲンの種蒔 
き。 
 
 

第４回 ７月 27 日  
参加人数 52 名 21 家族 スタッフ 13 名 

田の草取り、 
里芋畑の草取 
りと追肥、ス 
イカの収穫。 
昼食は、里 
のくらしグル 
ープの協力で 
カレーライスを頂きました。スイカ割りを行い、

楽しいひと時を過ごしました。 
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第５回 ８月 24 日  
参加人数 24 名 11 家族 スタッフ 11 名 

蕎麦の畝作 
りと種蒔き。 
種蒔き後２日 
で発芽し、９ 
月中頃には白 
い花が一面に 
咲き、とても 
きれいでした。 
 
第６回 ９月 28 日  
参加人数 40 名 17 家族 スタッフ 14 名  

サツマイモ 
の収穫。一つ 
の重さが 2.8 
キロある物も 
あり大変驚き 
ました。 
 
第７回 10 月 11 日  
参加人数 31 名 15 家族 スタッフ９名 

稲刈り、稲 
架掛け。10 月 
５日の開催予 
定でしたが、 
台風 18・19 
号の影響によ 
り、開催日を 
変更しました。自然の偉力をつくづく感じました。 
 
第８回 10 月 19 日  
参加人数 27 名 13 家族 スタッフ 11 名 

稲刈り、脱 
穀、里山探索 
森を歩く。「 
里山探索森を 
歩く」は、初 
めての試みで 
す。 

子どもたちの要望により物見山にも登りました。 
秋の大きなイベントである稲刈り、脱穀を無事

に終えることができました。 
 
第９回 11 月９日  
参加人数 27 名 12 家族 スタッフ 10 名 

里芋の収穫、 
タマネギの植 
付け。小雨の 
降る中での 
作業でしたが、 
皆さん頑張っ 
てくれました。 
 
第 10 回 12 月 21 日  
参加人数 27 名 15 家族 スタッフ 10 名  

シイタケの 
ホダ木作り、 
燻炭作り、落 
ち葉かき、椎 
茸の収穫里と 
森の教室の最 
終日です。ホ 
ダ木作り・燻炭作りは、並行して行いました。落

ち葉は下田に散布しました。 
 
※ 里と森の教室の当選人数は 61 名 26 家族です。 
※ ６・７・８月は、30 度を超す真夏日の中での

活動になりましたが、熱中症になる人もなく、

無事に活動を終えることができました。                               
 

以上活動報告です。 
 参加された皆さま、有難うございました。 

 

9 月 24日撮影 満開のソバの花 



「海上いま、むかし」  
 

９ 

㉖海上の正月迎えとオコズナ 

新たな年を迎え、今年こそよい年にしたいと

願うのは、元日が一年のうちで最も心改まる特

別な日であったからでしょう。海上の先人たち

は、この日、童謡や昔話でおなじみの「大歳の

神」（正月神）が家々を来訪すると考えてきま

した。この正月神を迎えるために、トシコシ（年

越し。大晦日）は早朝から家の女がオセチ料理

作りでてんてこ舞いするなか、男たちも一年間

活躍してくれた農具を洗い、ニワ（母屋の土間）

などに立てかけて丸餅を供え、「道具の年越し」

をしました。午後になると、門松立て、オカガ

ミ（お鏡餅）供え、トウミョウ（灯明）上げと

続き、これらの行事が終わる夕方には家族全員

が正月神といっしょにトシコシ膳（大晦日の夕

食）をいただきました。 

門松立てでは、大晦日までに用意した松竹梅

とウラジロ、白い川砂と赤い山砂を使い、門松

をオトグチ（お戸口、玄関）前の両側に立てま

した。門松に用いる松にはオマツ（男松、クロ

マツ）、メマツ（女松、アカマツ）があり、門

松を立てるときは、まず両側に白い川砂を山盛

りにし、中央に松竹梅を挿し込み、根元に小松

を添え木にして支えました。門松立てが終わる

と、今度はカド（屋敷内の母屋前面）に川砂と

山砂を両手に盛って、円い線と幾筋もの放射状

の線を描きました。元旦の日の出だということ

です。日の出はカドの大きさによって、一つか

ら三つほどは描きました。次には、ショウジグ

チ（屋敷の門口から母屋の戸口の間）に、やは

り砂で梯子を描きました。正月の神ははるかな

る神の世界からこの梯子を伝って降りて来ら

れ、門松をお通りになるということになります。

この砂まきを海上ではオコズナといっており

ます。 

大晦日に屋敷のカドに砂をまくところは、三

重県の北勢地方から濃尾平野、尾張東部・三河

西部山地丘陵、知多丘陵北部にかけて分布して

います。これをマキスナ（撒き砂）、カドスナ

（門砂）といい、正月神を迎えるために屋敷の

カドを清めるのだということで、豊田市小原地

区小原北ではキヨメズナ（清め砂）といってお

ります。川砂や山砂をカド全体にまくのは西部

の平野部で、日の出を描くのは尾張北部平野か

ら東部の山地丘陵地にかけてです。ところによ

っては松や波を描くこともあります。海上のよ

うに梯子を描くのは山口地区の屋戸や北山で、

日進市米野木では格子を描いておりました。撒

き砂をオコズナというところは、今のところ瀬

戸市内以外では確認されておりません。 

 

 

 

 

海上のオコズナにはどんな意味があったの

でしょうか。水野地区上水野では描く砂そのも

のをオコズナといい、山口地区の北山では、門

松を立てるために盛った砂をオコズナ、門松を

支える小松をオコマツといっております。この

地方の門松はどこでも松竹梅を基本にします

が、本来は松そのものであって、その松もオコ

マツ（御小松）であったものと思われます。あ

のおめでたい若松のことです。正月の神は昔話

にあるように大歳の夜に来るとみられていま

すので、御小松を立て、梯子を描き、トウミョ

ウ上げを行う段階で、すでに正月の神を各家で

お迎えしていたのでしょう。オコズナは御小松

に寄りついた正月神が御座りになる場所であ

ったのではないでしょうか。カドに日の出を描

くのは正月が元旦から始まるという考え方に

よるものですが、正月神迎えの伝承としてはそ

れほど古いことではありません。 

海上の森の会にとっても、本年こそ御小松の

ように躍動の年にしたいものです。 

            （伊藤 良吉） 

H24.12.23 里山サテライト 
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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 

◆ 12 月 13 日（土）午前中は「里の森の手入れ」、

そしてお弁当の後「クリスマスリースづくり

と野鳥の巣づくり」を実施しました。 

「里の森の手入れ」は、ヘルメットとノコギ

リを持って森の除伐です。子どもたちも本当に

うまく木を倒せるようになって、そして明るい

光が木の根元まで入り始めると、「もっとやり

たい」と喜んでくれました。クリスマスリース

用のヒノキの葉をたくさん持って戻りました。 

フジヅルにヒノキの葉っぱをたくさん巻き、

松ぼっくりや赤い実、白い実をつけ立派なリー

スができて、皆さん誇らしげです。鳥の巣箱も

つくり、おみやげにしました。裏山には「ムサ

サビ・小鳥の巣箱」を取り付けました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 今年は、裏山のカシノキ大木に「ツリーハウ

ス」を完成させました。これで裏山の冒険ルー

トもでき、森っ子クラブの里山「あそび村」が 

何とか見えるようになりました。バンザイ!!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 

 昨年は４月以降、庭の草刈りをできるだけ手で

取るようにしたためか、秋口の草取りが楽になり

ました。草の種が落ちる前と思ってやりましたが、

草には勝てません。スタッフの皆さんが一生懸命

作業していただきましたので、嬉しい限りです。 

 年末の障子貼り 

も暖かい一日でし 

たので手早くでき 

ました。参加者全 

員がプロのようで 

「仕事を頂きにい 

けそうよ」と大笑い。森の会のみなさん、声かけ

てくださいね。待ってま～す。 

 

 里のくらしグループ  

     グループリーダー：出口 なほ子 

 26年度は大変忙しい幕開けでした。ひな祭りに

始まり、会全体のこと、くらしグループのことと

相まって、行事続きで、スタッフの皆さんには、

ご迷惑の連続だったと反省しております。どのグ

ループも同じ問題をだと思いますが、メンバーの

高齢化と若い世代の不足を憂いています。解決策

を模索中です。 

 ノコギリで 
木を伐りま 
した 

 

ツリーハウス 

完成しました 

遊具も 

あるヨ 

クリスマス 
リースです 

巣箱です、 
手伝っても 
らいました 
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つい先日「お月 

見行事」と「どん 

ど焼き」の折りス 

タッフの皆さんに 

質問をしてみまし 

た。「自宅の新年 

のお雑煮のつくり方」、そしたら出ました、出ま 

した。出身地のものをお作りのようです。関東の

方は「根菜類、練り物を彩りよく、味付けはだし

汁とかしわ」、餅は焼き餅。瀬戸は角餅で「だし汁

に葉物」のみ直接ゆっくり煮る。関西の方は丸餅、

根菜類もたくさん、味付けは鯛・鰤・カキなど具

だくさん、焼き餅。九州の西の方は、焼いた丸餅

に小豆と砂糖を入れたものだそうです。 

 お雑煮の作り方は、各家庭によっても様々でし

ょうが、今年は新年から楽しいお話が聞けました。 

 

 森林グループ  

         グループリーダー：平野 幸治 

 10月～12 月は、森林・山村多面的機能発揮対策

の関連作業を中心に進めました。雨天が２日、会

の行事もこの期間に集中していることもあり、遅

れ気味でした。し 

かし竹林皆伐は 27 

年 1月中にほぼ完 

了しました。同時 

進行の人工林の間 

伐は６割方が終了。 

残り日数は全てこの作業に投入する予定です。た

だし、傾斜地の間伐は思わぬ所で手間取り、作業

の困難さを痛感しています。 

 作業に際しては、安全第一を考慮し、作業間隔

を十分取り、グループ分けをし、ロープ掛け、伐

倒、枝払い、そして土留めまでをグループごとに

行いました。また、道具保管場所を作業場の近く

に設置、燃料はハンデー缶に小分けしたり、作業

効率を良くする小道具を作るなど、皆で知恵を出

し合って作業をしています。  

 

更に今後は日数を増やすことも考慮中です。会

員に相談の上、決めたいと思います。 

 

自然環境調査グループ  
グループリーダー：曽我部 紀夫 

10 月になり、海上の森駐車場から四ツ沢への

市道沿いの各所で 
ツルニンジンの大 
きな花を見かけま 
した、市道沿いに 
ツルニンジンが増 
えてきて、今年は 
多くのツルニンジ 
ンの花が咲きまし 
た。 

 四ッ沢のオケラが根っこからごっそり盗られ

ていました。心ない行為にガッカリです。 

海上の里のサテ 
ライト近辺で時々 
タヌキの姿が見か 
けられました。餌 
付けされているの 
か人馴れし、太っ 
ています。 

去年はほとんど聞けなかった冬鳥のカケスの

声が、頻繁に聞こえるようになってきました。

今年は多くのカケスがきているようです。 

今年の夏、森で 
繁殖したであろう 
ソウシチョウの声 
が、昨年の秋より 
激減しています。 
別の場所に移動し 
たのでしょうか。 
森の中で甲高く響 
く鳴き声のアオゲラが駐車場に姿を見せました。

緑の背中と赤い頭が鮮やかです。 
（写真撮影・山本 征弘） 

鏡開き 

 

タヌキ 

 

ツルニンジン 

 

アオゲラ 

 

竹林皆伐 
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Aグループ活動日  

活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

２月 ７(土) 10(火) 21(土) 24(火) 

8：40～ 海上入口駐車場 間伐作業 弁当・飲料水 ３月 ７(土) 10(火) 21(土) 24(火) 

４月 ４(土) 14(火) 18(土) 28(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 

２月 ４(水) 18(水) 

9：00～ サテライト 

溝浚え･水路整備 

弁当･飲料水 ３月 ４(水) 18(水) 上田整備･堆肥づくり 

４月 １(水) 15(水) 河川整備･シイタケ 

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 

２月 11(水) 25(水) 

9：00～15：00 サテライト 

農作業 

弁当･飲料水 ３月 11(水) 25(水) 〃 

４月 ８(水) 22(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 

２月 ５日 12 日 19日 26 日 

9:30～14:30 海上入口駐車場 
花、鳥、虫 
などを 

観察、記録 

弁当、飲料水 

３月 ５日 12 日 19日 26 日 〃 

４月 ２日 ９日 16日 23日 30 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 ： 0 5 6 1 - 2 1 - 9 2 9 8  

Ｅメール：morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp 

ご意見ご感想をお待ちしています  
Ｅメール･ＦＡＸ･〒でお送り下さい。 

 

 

☆４月５日(日) 里のひな祭り 

      おこしもんを作りますよ 

☆５月 16日(土)第 6回 通常総会  

場所：瀬戸市文化センター 

（12会議室） 

時間：午前 10：00から 

【フリーコーナー 私もひとこと】 毎号の発行が楽しみな「愛される会報をめざして」 

➊ 親子コーナーを新設します。  ➋ 老若男女が集う、サロンの新設。やりたいこと、やっているこ

と、知りたいことなど自由に綴ってもらいます。  ➌ 編集員も積極的に取材活動を行います。聞き

書き資料、写真、ビデオ、ボイスレコーダーによる記録とデーター管理を行います。  ➍ シリーズ

「海上の自然ノート」「海上いま・むかし」は継続します。                  （伊藤 良吉） 
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