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本会は、愛知県や地域との協働で、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）。 

これから取り組むこと  

賑やかだった花の時期も終わり、新年度が本格的にスタートしました。海上の森の会も任意団体として

5年、NPO法人となってから 5年たち、11年目という新たなページを迎えます。 

そこでこれからの 10年を展望して、差し当たっての取り組みを考えます。 

まず、第一には会員をいかに確保するかです。現在会員数は減少傾向であり、スタッフも限られていま

す。まずは会員一人ひとりが自分の後継者や新たな仲間を増やすこと、催しの参加者から一割程度は入会

してもらうよう熱意を持って働きかけるなど、会員・スタッフの増員に努めましょう。 

第二に、対外的なＰＲです。収穫感謝祭をメインに体験学習をセットにした「万博記念・海上の森のつ

どい」の開催、クイズ形式の「海上の森検定」や「活動の記録映像作成」による啓発、マスメディアの活

用、ＨＰの充実など、多様なＰＲ活動を展開しましょう。 

第三に、会の役割の再確認です。海上の森がどのように理解され、もたらす意味が伝わっているかです。

海上の森を守ることは、取りも直さず人と自然との関係づくりを模索すること、そして、自分なりの答え

を出すことです。それは自分自身の自然観やライフスタイルに関わってきます。そうした感覚を一つでも

学ぶ場として海上の森をとらえ、それを目指したいと思います。 

これからの 10年、会の真価が問われる時期でもあります。多様な人々の参加のもとで堅実に会を運営

し、活動の輪を広げ、多くの方に支持され期待される会を皆さんとともに愛着を持ってつくっていきたい

と思います。 

是非あなたの力を貸してください。                    理事長 浦井 巧 

 

 

最新情報は

HPで！ 

◆平成 27 年度 第６回通常総会◆ 

 平成 27年５月 16日（土）10：00～ 

 瀬戸市文化センター（12会議室） 

たくさんの方の御出席をお待ちしております。 

◆会費納入のお願い◆ 

平成 27年度の会費の納入をお願いいたします。 

また、グループ登録もしていただいて、ぜひ活動を

していただきたいと思います。みんなで森で遊びま

しょう。 
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これまでと 10年後の器づくり 

  ～全体像をみる～ 

海上の森の会 理事長 浦井 巧 

この 10年間、海上の森の会は、海上の里を

中心として、調査学習会や自然環境調査の継

続実施、人工林や竹林の整備、田んぼや畑の

耕作、里のくらし復元や生活史調査など、自

然や里山に関する幅広い活動を展開し、その

役割を果たしてきました。 

当初は、万博の熱が冷めやらず、それぞれ

の想いが交錯しつつ、活発な活動が展開され

ました。その象徴が「古民家再生プロジェク

ト」でした。目的を共有し熱意と連帯感をも

って取り組みました。大きな原動力は地元や

山口地域の人々でした。平成 19年には、「シ

デコブシの保全生物学的な研究の成果」を中

心としたシンポジウムが開催され、シデコブ

シから私たちは何を学ぶのか、どのように自

然や里山を保全するかを考えました。 

当時は議論も活発で、かなりダイナミック

な活動が行われてきました。今日では、参加

する人の裾野も広がり、それぞれの分野にお

いて専門性が高く、着実かつ高度なものにな

っています。一方それ故に、それぞれの活動

は充実しているものの、一体感や連帯性が薄

れ、目的意識が疎かになってきているとも感

じられます。  

愛知万博の成果継承は、海上の森を残こす

ということだけではなく、ここで何を学び、

発信していくかです。  

調査や整備、催しは里山再生に欠かせない

活動です。しかし、それぞれが個々に進んだ

ことにより全体としてのポテンシャルがどの

ように高まったのか、有機的なつながりはど

うであったのか、学びの成果は広がっている

のかなど、検証していく課題は残されていま

す。ここが愛知万博の原点であり、里山再生

のモデルであるからこそ、そのことをじっく

り考え、実践していく最適の場であり、挑戦

できる場でもあるのです。 

かつての里山は、そこに暮らす人々が里山

（自然）の利用と保全の調和を図り、互いに

恵みを分かち合ってきました。そこには常に

全体の変化に気づく監視や自制の目が備わっ

ていました。 

この機にグループ活動を振り返り、目標を

明確にし、全体につなげるために連関させる

作業が必要ではないでしょうか。 

また、これからは会を支えてくれる会員、

人材を確保していかなければなりませんが、

それは単に数を増やすということではなく、

研究家、専門家や技能をもった人、大学や企

業、他団体の人、学生そして何より初めての

人、こうした幅広い層の参加や連携を受け入

れる受け皿となり、多様な考えや意見、想い

を巻き込むことです。そのことで活動の幅が

広がり、成果はより広範に及び、里山再生の

全体像がより明確になっていきます。 

 その地に暮らす人の手で行えなくなった里

山を再生する新たな仕組みである「里山コミ

ュニティ」づくりは、参加と連携により、人

と人、活動と活動を結び付けてこそ達成でき

るものです。点を線にし、さらに面としてい

くため、これからの 10年をその器づくりの期

間としていきたいと思います。 
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愛・地球博から 10年 

  ―われわれは何を問うたかー 
 
名古屋学院大学国際文化学部 木村 光伸 

オオタカの飛翔が博覧会の構造を予定調和的

に変貌させたことから、愛知の自然とりわけ生

物多様性への取り組みは始まったのだろう。市

民活動の成果としてではなく、何やら不明な結

果として、原形の大半を残した海上の森は、い

ま再びそのあり方が問われる季節を迎えている

ように思う。何よりもそこがすでに山里でも里

山でもなく、しかし守らねばならない栄光の地

として存在することで、保全という意味が少な

からずその本意を変えてしまったように感じる

のは、僕の思いすごしなのだろうか。 

「万博」が文化の創造・未来への展望を通し

て人類の将来に希望をもたらすものであるとい

うモチーフは、19世紀に始まった「万博」とい

うイベントが国家から企業へ、企業から市民へ

と、その担い手を変えつつも、一貫して持続し

てきたものである。だから、そのテーマが「環

境」「産業文化」「未来技術」あるいは「人間の

生き方」などのいずれであったとしても、究極

的には人間存在の「多様性」や「持続性」とい

う本質を具体化して示すものでなければならな

いという役割を、万博は宿命として持っている  
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のだ。愛知万博もその例外ではなかったし、む

しろその優等生であろうとさえした。そういう

視点で、海上の森を見つめなおさねばならない。 

愛知万博、生物多様性条約 COP10、ESDと

繰り返し環境イベントを積み上げて、いまや愛

知県・名古屋市は環境先進自治体・環境首都と

いう看板を標榜しているが、その内実を海上の

森がひとつのあるべきモデルとして成熟してい

こうとしているのだろうか。 

里山の提案は未来を目指す人間の生き方の提

案であったはずだが、そこへ行きつくのはけっ

して容易なことではない。いまも少なからぬ県

民・市民・地域住民の手によって海上の森と里

はかろうじて守られているのだが、そんなもの

が愛知万博の成果であり、海上の森を守ったこ

との成果なのかなどとは言うまい。尾張東部に

わずかに残された自然を失ったかもしれないと

いう歴史の歩みを考えてみれば、それはとても

とても貴重なことなのだ。 

それでもなお、「それでいいのか？」という意

地悪な問いかけは続けねばなるまい。愛知万博

という時代の流れの中で、われわれは何を求め

ようとしてきたのか。「自然の叡智」の意味とそ

の真の理解がいまこそ問われているのである。 
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海上の森の会 過去、未来 

馬宮 孝好 

海上の森の会が設立して、すでに 10 年になる。

この間海上の森の自然と文化は海上の森の会の努

力によって市民活動の側から守られてきた。森の

会設立当初の幹事の一人として、その後一介の会

員として海上の森と森の会を見てきた。 

海上の森の開発による万博開催計画に対して、

1999年に「国営海上の森里山公園構想を進める会」

を結成して、万博反対の運動に加わり、紆余曲折

の後海上の森はほぼ開発から免れることになった。

当時里山は人の手が入った森だということが自然

強硬派に理解されず、激しい議論があったが、今

はその雰囲気はない。その間海上の森里山公園マ

スタープランを出した。そこに書かれた海上の森

のエリアゾーニング（人工林エリア、雑木林エリ

ア、里山エリア、貴重種エリア等）は現在の海上

の森活用のモデルとなったと思われる。この会は

解散し、会員の多くは 2004年に発足した海上の森

の会に入会した。 

マスタープランに書いてあって実現していない

ことが２つある。その一つは木質発電の提案であ

る。もし木質発電を開始していたら、現在のよう

に伐採後の木を森に放置することはなく大いに利

用できたものと思われる。 

「森の会」発足当時、地元はもとより愛知県全

域の市民が熱烈に「森の会」参加を表明して発足

前後の会合では一人一人が発言し、議論に参加し、

反論し大きく盛り上がった。この熱気は今はない。

日本国民がだんだんものを言わなくなって骨抜き

になるのと軌を一にするが、それだけではない。

発足後の幹事会でも喧々諤々の議論があったが、

決めなければならない細かいことが多くて肝心の

大事な議論に時間がかけられなかったように思う。

海上の森をどうするか、森の会はそれにどう向き

合うか、という中心の重要議題を幹事会とは別に

並行して早くから考えるべきだった。 

2007年に海上の森の会とあいち海上の森センタ

ーの共催により行われた「海上の自然とシデコブ

シ」のシンポジウムは今でも強烈な印象として残

っている。海上の森の自然とシデコブシについて、

20年以前の詳細で貴重な調査データから始まって

最近の遺伝子解析による植生まで海上の森の自然

の豊かさが多くの参加者に再認識された。一方海

上の森の自然を守るには間伐による萌芽再生が必

要であり、シデコブシも例外ではないという考え

も示された。 

この時のシンポジウムには地元など多数の参加

者があり熱気に包まれたが、その後「森の会」の

求心力がなく、各グループ（里のグループ、森の

グループ、自然グループなど）が互いに関係なく

活動しているように見える。「森の会」としての全

体的な共通の目標が見えないように思われる。  

発会後 10 年、今後海上の森をどうするか、「森

の会」はどのようにして海上の森を守り活用して

ゆくのか、この中心課題を避けずに真剣に考えな

ければいけないと思う。各グループはルーチンワ

ークとして森の会のそれぞれの分担をよくこなし

ているが、それだけを今後続けてゆくのではなく、

その実績を含めて森の会の今後を広い視点で協同

して考えてゆかなければならないと思う。海上の

森で活動している最大の市民団体として海上の森

の将来に大きい責任がある。そのためには海上の

森の今後についてシンポジウムを大々的に開き、

広い参加を呼びかけたらどうか。海上の森をよい

森として残せるのかどうか、おそらく最後のチャ

ンスだと思われる。形式的でなく本音を議論する

シンポジウムにならなければいけない。また集中

継続して議論してゆくために、理事会とは別に森

の会の将来を考える委員会を併設してはどうか。

会員の増加、後継者の養成、海上の森をどうする

かの問題が「森の会」の喫緊の課題であると思わ

れる。 

「森の会」の会員をどのようにして増やすか。

発会当初は会報を送ってもらうだけでも役に立つ
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よと言って会員になるよう勧誘したことがあるが、

そのような会員も会報を見て内容がある行事には

積極的に参加するようになり、森の会を支えてく

れる。いろんなタイプの多くの会員がいた方がい

いのではないか。新聞広告や SNS(インターネット)

などを通じて森の会を知ってもらう努力も必要だ。 

各グループで後継者をどのようにして育てるか

が問題となっているが、若い人が参加しやすいよ

うに活動日を設定したり、将来自立して里山技術

を習得継承できるよう将来の目標を持てるような

活動が必要ではないだろうか。 

森の会発足当時はいろいろのアイデアが考えら

れていた。モンゴリナラ餅、竹木炭、タケノコ、

海上の森特産の野菜や竹木製品、このような村お

こし（里山おこし）を含めて海上の森を活気ある

森に再生できるかどうか海上の森の会発足 10 年

目は大変重要な時を迎えている。 

 

「森の万博」が教えてくれたこと 

曽我部 行子 

身近な自然を歩く 

 1990年当時は、自然について基本的なことさえ

知らなかった。人工林（スギ・ヒノキの針葉樹）

と雑木林（落葉広葉樹）の違い。里山と奥山があ

って、それぞれに生きものが棲み分けていること。

アカメガシワやオオバヤシャブシがパイオニアプ

ランツとしてまず森を開拓してくれること。ヤシ

ャブシの種を食べに渡ってくるマヒワの群れ。の

んびり歌うイカル。オオカメノキの裸芽は子ども

がお祈りしているよう。シデコブシが東海地方に

しか自生しないこと。古い植物であるスズカカン

アオイと 1 対１で生きている蝶、ギフチョウがい

ること。身近な自然について知る喜びは、知らず

知らずに人間の身体の歴史について思いを馳せる

ことになった。無数の細胞によって創られ、臓器

一つひとつが全体となって生きる肉体の神秘は、

森という全体と何と似ていることだろう。 

「海上の森」と名づけられて 

 愛知万博予定地となった東部丘陵の一角、海上

町と広久手町にまたがる 530ha は、瀬戸市の人た

ちにさえ知られていないひっそりとした里と森だ

った。「海上の森」と名づけられたときから、一度

聞けば万博予定地が森だとわかる。それが運動の

優秀なキャンペーンとなった。環境に関心のある

人たちには、1970年の大阪万博と同じ手法で里や

森を買い上げて万博を開催し、後は住宅団地にし

て売り出すというのは、いかにも時代錯誤なこと

に思えた。それは、BIE（国際博覧会協会）にさえ

「あなたがたは地雷の上に乗っている」と指摘さ

れることとなった。結果的に主会場は、すでに拓

かれていた愛知青少年公園に移り、海上の森は残

されることになったのだ。かかりすぎる予算に縮

小する機会を思案していた愛知県や産業界の思惑

が後押ししたとしても、身近な自然を散策する市

民、里山を残そうとしてフィールドを歩き調査す

る市民、万博に反対する市民の運動、万博を開催

したいと唱える市民がいなければ、2005年国際博

覧会の着地はなかったことだろう。 

愛知万博から学んだこと 

何よりも、わたしにとっての学びは、立場を越

えて対話することがもたらすパワーだった。万博

開催賛成の人たちにも、博覧会協会にも、県の国

際博推進局にも話すことのできる人たちはいた。

いよいよ開催となったときには、パビリオンの設

計者にも土木部局にも話せる人がいたことで、狭

い立場に固執しなければつながることができて、

よりよいものを生み出す契機になることを知った。

この気づきは、2010 年の生物多様性条約第 10 回

締約国会議での沖縄から北海道への旅と、セクタ

ーを越える対話へとつながっていった。 

里山が生物多様性という概念に育ったのだ。生

物多様性とは、人間が日々自然からの恵みを享受

しながら生きているのだという実感だ。そのこと

こそが、海上の森が導き教えてくれたことだった。
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地球にやさしくしてもらわなければ一瞬たりとも

生きていけない生命体に満ちている青く美しい地

球。地球で生きることを望んだかぐや姫は、人の

欲望にまみれて月へと帰らなければならなかった。

わたしたちには、帰る星はない。 

これから始まる森の管理計画 

では、現在の海上の森はどうだろう。管理運営

の責任主体である「あいち海上の森センター」は

万博閉幕前に発足し、「国際フォーラム」と「海上

の森大学」を 10年開催するイベント型の施設運営

を続けて今に至っている。その成果については、

センター自身に譲りたい。 

肝心なのは、海上の森全体の管理計画である。

最近手に入れた「横浜市森づくりガイドライン」

を見たとき、正直、愕然とした。この 10年になぜ

「海上の森ガイドライン」は作られなかったのだ

ろうか。管理が森林保全課というスギ・ヒノキの

専門家集団だからか。自然環境課の無関心か。そ

れともわたしたち市民の努力不足なのか。反省点

はいろいろあるが、今さら後ろを向いているわけ

にはいかない。モリコロ資金が尽きる 2017年があ

らたな出発だ。「第２次海上の森保全活用計画策定

検討委員会」もすでに 2回開催され、後はたった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2回しかない。その間に次の 10年へ向けた計画案

が作られなければならない。 

森と里全体は、自然環境の保全を目指すことが

前提であり、その目的を舞台にした人材育成が明

確に示されること。それらの保全と管理が融合さ

れた計画を持つことができるのかどうかが今後を

決める鍵となる。 

「海上の森の会」は県民参加の団体として県に

容認され、それなりに活動資金も得て 12年が経つ。

果たして、海上の森を将来に受け継ぐ団体足りえ

ているだろうか。森林グループ、里の再生グルー

プ、自然観察グループは連携できているだろうか。

お互いのグループだけではなく他のグループへの

関心と感謝は育まれているだろうか。里山を保全

しようとするなら、自ずとセクターを越えて横に

つながらなければならない。愛知万博が残した学

びは、そこにこそある。 

近代文明の発達した欧米の都市では、野生をコ

ンセプトにした都市公園が作られている。日本で

は作らなくとも、すでに都市近郊の里地・里山が

ある。なりわいとして遠のき忘れられようとする

地域を未来に残された宝ものとするのかどうかは、

わたしたちにかかっている。  

理事会・リーダー会議 報告 

理事会 

第３回理事会（11 月 20 日開催） 

平成 27 年度里づくりグループ体制、耕地管理の機材購入、平成 27 年度オータケ記念愛知県自然環

境保護基金の申請、27 年度予算編成について審議し承認された。 

第４回理事会（３月 27 日） 

1．平成 26 年度事業報告・決算見込み報告について審議し、承認された。 

2． 平成 27 年度事業計画・予算、活動費支給基準の改正（特別作業手当の追加）、平成 27 年度役員の

選任について審議し、承認された。 

グループリーダー会議 

第４回グループリーダー会議（１月 27 日開催） 

第５回グループリーダー会議（３月 20 日開催） 
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       あいち海上の森センター 

           所長 水嶋 俊司 

 

 平成 27年度の県人事異動により、あいち海上

の森センター所長となりました水嶋と申します。

よろしくお願いいたします。 

 海上の森は、いまさら言うまでもなく、瀬戸

市南東部に位置し、豊かな森林と農地、水辺等

があり、様々な野生動植物が生息し、生育する

多様な自然環境を有する、都市近郊の森林・里

山であります。 

 そして、この海上の森は、2005年に開催され

た愛知万博のテーマである「自然の叡智」を今

後に生かすため、「愛知万博記念の森」として、

県民、企業、ＮＰＯ団体等と協働して保全・活

用するとともに、学習と交流の拠点としてしっ

かりと位置づけ、県内の森林や里山の整備・再

生に繋げていこうとするものです。 

 こうした、海上の森の保全と活用に取り組ん

でいる「あいち海上の森センター」（以下セン

ターという）は、公の施設として、海上の森や

里山を紹介する展示・普及啓発機能、海上の自

然環境や里山に関する調査学習機能、多くの

人々が参加交流する機能、里山や自然の情報を

発信する機能などを有し、平成 18年 9月 25日

のオープン以来、センターの行催事等合わせ約

19万 7千人の方々にご利用いただきました。こ

れからも、来場者の方々に再び訪れていただき、

さらに親しんでいただけるような魅力ある施設

として一生懸命に取り組んでまいります。 

 ところで、今年は愛知万博 10周年にあたりま

すが、県では、これに合わせ様々なイベントが

予定されています。 

当センターの関係では、第 32 回全国都市緑

化あいちフェアが愛地球博記念公園（モリコロ

パーク）で、9 月 12 日から 11 月 8 日にかけて

開催されますが、これに連携して 10月 24日に

「第 9 回人と自然の共生国際フォーラム」を開

催いたします。 

また、海上の森では体験ツアーも開催いたし

ます。この詳細につきましては、決まり次第、

別途お知らせいたしますので、ご期待ください。 

さて、来年度はセンターが開館して 10周年を

迎える節目の時期で、今後の取組等検討すべき

重要な課題があります。 

まず、「海上の森保全活用計画」でありますが、

平成 18 年度に 27 年度までの 10 年計画として

策定されましたが、今年度は 28年度を期首とす

る 10年間の「第 2次海上の森保全活用計画（仮

称）」を策定することとなっております。 

このため、昨年度から策定委員会を立ち上げ、

委員の方々を始め関係者の意見をお聞きしなが

ら、計画内容の検討をしているところでありま

す。 

この計画は、将来の海上の森の保全・活用の

あり方の新たな指針となるだけでなく、「海上の

森の会」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」の根幹となるものであり

ますので、計画策定等にしっかりと取り組んで

まいります。 

次に、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ります「あいち海上の森

大学」及び、「人と自然の共生国際フォーラム」

です。 

この 2 事業は 28 年度で終了いたしますので、

これまでの成果等をどう引継ぎ、どのように継

続・発展させていくのか、今年度から本格的に

検討してまいります。 

今後も、当センターのパートナーである「海

上の森の会」を始めとして、これに関わる団体

等の方々が、海上の森の保全と活用に関わって

いただくためには、主体的な役割や県との連携

協力が必要不可欠でありますので、御理解御協

力いただきますようよろしくお願い申し上げま

す。                                        
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今回は、名古屋産業大学 ECOサイクル部が会主催イベントへの参加を通じて感じたことのまとめです。 

 

会のイベントに参加してみて 

 自分が今回海上の森を知ったきっかけとなった

のは、大学で所属している ECO サイクル部の活

動でした。ＥCO サイクル部では、大学近くの畑

を借りて作物を育てたり、環境系のイベントへの

出展などを主な活動としています。そんな中での

海上の森の会の活動はとても魅力的に感じられま

した。それは、今まで自然環境に関する活動を行

っていた自分たちの活動にぴったりだと感じたか

らです。実際に、会のイベントには、昨年行われ

た約６か月間の「里山スペシャリスト養成講座」

を通して参加しました。 

 

 そこでまず感じたのが、「海上の森って楽しい

な」ということでした。初めて参加したイベント

は調査観察会でした。今まで自然とふれあう時間

が少なかった自分にとって、すごく楽しい１日と

なりました。このことはおそらく自分だけでなく

他の若い人もそう思うのではないでしょうか？名

古屋の栄から海上の森までは１時間足ず。都会か

ら少し郊外に行くだけで豊かな自然に触れ合うこ

とができます。海上の森では、定期的に沢山の種

類のイベントが行われており、若者にも魅力的な

場所であると感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海上の森の会をもっといろんな人に知ってもら

いたい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会の今後に必要となるのは、海上の森によりた

くさんの人に訪れてもらうことです。特に若い世

代の方に来てもらいたいです。そのためには、家

族向けのイベントを増やしたり、学生などが気軽

に参加しやすい環境を作ることだと思います。ま

ずは受け入れる体制をしっかり整え、気軽に参加

してもらえるようにしていくべきだと思いました。 

 

 次に行うことは、積極的な情報発信です。会報

以外にも、SNS等を活用して会の活動や海上の森

の情報を多く人に知ってもらうことで海上の森に

興味を持ってもらい、実際に海上の森に行きたい

と思ってもらえるようにしていきたいと思います。 

 また、今後は会の活動をより活発にするために

グループ枠を超えた繋がりを深めていくことも大

切なのではないかと感じました。もっともっと人

との繋がりが広まることで、より海上の森の会が

発展していくと思います。 
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名古屋産業 ECOサイクル部メンバーに、海上の森について聞き取り調査を行いました。 

☆海上の森のここが好き！ 

・自然が豊かであるところ 

・気軽に行ける場所であること 

・季節の移ろいを肌で感じられるところ 

・リフレッシュができるところ 

☆海上の森の好きな場所！ 

・里山サテライト（休憩所） 

海上の森を訪れる人にとって憩いの場となって

いるから。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海上砂防池 

  池の中に枯れた木があり、不思議な感じだから。 

・駐車場からサテライトまでの道 

 毎回行く度に新たな発見があり、歩くのが楽し

いから。 

☆海上の森の今後の姿について思うこと！ 

・現在の豊かな自然を維持して欲しい 

 数十年後も今と変わらず、会員の方や海上の森

について思う人で、海上の森の自然を守って欲

しい。 

・もっと若い人に海上の森について知ってもら 

 いたい 

 より多くの人が関わることで、海上の森は今よ

りも豊になると思う。また、若い世代の人に興

味を持ってもらい、確実に世代交代を行ってい

くことが大切。 

☆海上の森から学んだこと 

・何か考えた時に即行動に移すことの重要さ  

    頭で考えたことを口に出すのは簡単なこと   

であるが、それを実際に行動に移すことは      

決して容易なことではない。しかし、自然   

は待ってはくれない。今できることを精一   

杯行うことの重要性を学ぶことができた。 

・継続することの大切さ！ 

 何かを始めるのはさほど難しくはないが、   

それを何年・何十年と継続するのは、もうすご

く大変である。海上の森の会のように長年に亘

って活動を継続している姿を見て何か一つの

ことを続けることの大切さを学ぶことができ

た。 

☆海上の森の印象 

・一度行ったらまた行きたくなるような魅力（里

山の豊な自然環境）がある 

・会の方がとても親切 

・老若男女が集まれる場所 

・後世に受け継ぐべき場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○まとめ 

今回の聞き取り調査は極限られた人のみの

回答となってしまいました、そのため意見が

少し偏ってしまった気がします。今度やる際

には、より調査範囲を広げ、多くの人に海上

の森について知ってもらいたいと思います。 

 

今後ますます海上の森がみんなから愛される

場所となって欲しいと強く感じました。  

名古屋産業大学 鈴木 克吉 
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グループリーダー：原田 幹雄 

「里と森の教室」の自主参加日を３月 15日(日) 

に行いました。 

21名(11家族)の方が参加されました。スタッフは

９名。また海上の森センターから、所長たちが２名

参加されました。 

作業内容は、シイタケの菌打ちとジャガイモの植付

けです。 

14日に小雨が降り、開催できるか心配でしたが、当

日は晴天に恵まれ、私感ですが、教室の卒業式にふ

さわしい日となりました。 

シイタケの菌打ちでは、ギゥンギゥンとドリルがホ

ダ木に穴をあける音と、トンカントンカンと木槌で

菌を打ち込む音が空高く響きわたり、70本のホダ木

の菌打ちを終えることができました。 

ジャガイモはキタアカリを植え付けました。 

参加された家族の方には、菌打ちしたホダ木を 1家

族 1本持ち帰って頂きました。２～３年後にシイタ

ケが生えてきた時に、教室のこと、ひいては海上の

森を思い出して頂ければ幸いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループリーダー：平野 幸治 

 平成 27年度は「森林・山村多面的機能発揮対

策」に対する活動の３ヵ年の最終年にあたります。

各グループとも、計画した事業をできるだけ完了す

るよう頑張りましょう。 

私たちのグループは、県の農林水産部・森林保全課

からいろいろなアドバイスをいただきました。 

昨年の後半に平成 25～26年の人工林の間伐、竹林

の整備状況の視察を要請しました。その結果、本年

度２月 10日（火）に県から２名の方が来所し、私

と大澤さんが県との間伐の協定地（通称 1.7ha地）

及び作業地を説明しながら案内しました。なお、当

日は間伐作業日でしたので、伐倒の状況も見てもら

いました。また２月 21日（土）には担当課長も来

られ、作業状況を見ていただきました。当日も作業

日でした。課長よりグループ員に声を掛けていただ

き、グループ活動に対する大きな励みになりまし

た。私たちは今後も定期的に間伐後の人工林に手を

加えていくと申し出ました。「是非続けてもらいた

い」との言葉がありました。私見ですが、２回の視

察の結果は良い印象を持たれた様子でした。 

引き続き今年度もグループ員全員と協力して作業し

ていきます。 

 

 

                                    

グループリーダー：曽我部 紀夫 

 定例の自然環境調査を実施してきました。                     

２月になると、春も近づいてマンサクの花が咲きま

したが、例年より花の数は非常に少なく、良く見な

いと小さな花がわからない程度の数でした。 

 昨年はソウシチョウの鳴き声を多く聞きましたが、

今年はほとんど聞くことがありませんでした。 

ウグイスの地鳴きは多く聞きましたので、ソウシ

チョウの影響はウグイスにはなかったようです。 

 

森  林
も  り

  グ  ル  ー  プ 

自 然 環 境 調 査 グ ル ー プ 

ジャガイ

モの植え

付け 

シイタケ

の菌打ち 

里 づ く り グ ル ー プ 
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エナガは群れから離れ、ペア作りに飛ぶ姿がよく見

られました。 

 ３月になって、テングチョウが数多く出現し、これ

から暖かくなれば、いろいろなチョウが出てくるで

しょう。また草木も一斉に花が咲き、賑やかな春とな

るでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          （写真：山本征弘） 

 

 

グループリーダー：出口 なほ子 

海上の森に一番美しい季節がやってきました。 

新年度が始まって心新たに頑張って活動を進めて 

いきます。 

4 月 5 日（日）、「里のひな祭り」を実施したところで

す。雨にたたられて大変な一日でしたがスタッフ一

同手際よく節句のお供えものとして、草餅、オコシモ

ン等つくりました。 

残念だったのは、一般の参加者が少なかったことで

す。幼稚園児のお子さんが何にでも興味を示し、オコ

シモンや草餅をとても上手につくり感心しました。

こういう子供さんの参加はありがたいことです。次

回の行事の参加も約束して別れましました。またス

タッフの方々の参加が少なかったことも気になりま

す。 

参加者やスタッフの減少で頭を悩ますこともあり

ますが、今年も里のくらしグループよろしくお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       グループリーダー：出口 なほ子 

今年は、前庭のシダレ桜が満開でした。昨年は虫が

ついて元気がなく心配しましたが、今年は少し元気

になったようです。この桜がなければサテライトの

春は始まらないと思っています。今年も小さな草花

が庭にきれいに咲いていますが、これが全部雑草か

と思うとやりきれなくて引き抜いております。 

 お部屋の中もきれいに清掃され、多くの皆さんの

休憩場所になっています。 

 今年も心地よい場としてサテライトの維持管理に

努めますのでいつでもお越し下さい。 

里 の く ら し グ ル ー プ 

サテライト維持管理グループ  

エナガ 

テングチョウ 
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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 

５月 ２(土)９(土) 12(火) 19(火) 23(土） 

8：40～ 
海上入口 

駐車場 
間伐作業 

弁当 

飲料水 
６月 ６(土) ９(火) 20(土) 23(火) 

７月 ４(土) ７(火) 

里づくりグループ活動日（赤字は「里と森の教室」の開催日） 

 活動日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

５月 ６(水) 13(水) 20(水）24(日）30(土） 
9：00

～ 

里山サテ 

ライト 

水路整備・草刈り 
弁当 

飲料水 
６月 ３(水)７(日）10(水) 17(水）27(土)28（日） 代掻き・田植え 

７月 １(水) ８(水) 15(水）25(土）26(日） 草取り・収穫 

調査学習会 開催日（会員の皆様の参加をお待ちしております）  
開催日  時間 集合場所 持ち物 

５月 31(日） 初夏の海上の森 
9：30～ 

15:00 

海上の森入口駐車場 弁当 

飲料水 
７月 19(日） 海上の森のキノコ 

８月２(日） 海上の森の水生生物 あいち海上の森センター 

自然環境調査グループ活動日 
活動日(木曜日) 時間 集合場所 活動内容 持ち物 

５月 ７日 14日 21日 28日 
9:30～ 

14:00 

海上入口 

駐車場 

花、鳥、虫 
などを 

観察、記録 

弁当 

飲料水 
６月 ４日 11日 18日 25日 

７月 ２日 ９日 16日 23日 30日 

自然ウォッチング（どなたでも参加できます、参加お待ちしております） 

活動日（毎月第１日曜日） 時間 集合場所 活動内容 持ち物 

５月３日・６月７日・７月５日 9:30～14:30 海上入口駐車場 歩き回ります 弁当、飲料水 

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。 

 

✩５月 16日(土)第 6回 通常総会  
場所：瀬戸市文化センター 

時間：午前 10：00～ 

☆６月 20日(土) ホタル鑑賞会 

“農休み”の話を聞いて、海上の 

ホタルを鑑賞します。 

時間：14：00から 

【フリーコーナー 私もひとこと】  私の住む長久手市では、万博前から都市農業をまちづくりの大きな柱

にさまざまな取り組みがあります。例えば、主婦や団塊世代の男性に人気の“長久手農楽校”や自然体験プ

ログラムの充実した“平成こども塾”、休耕地利用の福祉施設“かわせみ”、農村風景と伝統文化を残すため

に立ち上がった“ながくて里山クラブ”、県芸の野外活動ワークショップ、名古屋から移住して自然農を実践す

る若きオーナーたち。海上の森にとってもこれからの里山と地域の関わり方のヒントがあるかも。（浦井道子） 
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春にはヤマザクラやフジなど人目を引く綺麗な花がたくさん咲きますが、海上の森では地味で目立た

ない木の花もたくさんあります。地味な花もじっくり見ると意外と可愛いものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

１：アオキ          ２：イヌコリヤナギ       ３：ウリカエデ 

① アオキ（ミズキ科） 高さ１m〜３mの常緑低木。少し日陰の森の道沿いに３月下旬より雄花から咲き始

めます。小さいながら濃い紫色のシックな花です。翌年花が咲く頃赤い実ができます。写真は雌花です。 

② イヌコリヤナギ（ヤナギ科） 高さ２m〜４mの落葉低木、３月下旬より咲き始めます。駐車場裏の草地

では近年猛烈な勢いで増えています。雌雄別株。葉に虫こぶがたくさん付きます。写真は雌花です。 

③ ウリカエデ（カエデ科） 高さ６m〜８mの落葉小高木。４月上旬頃より咲き始めます。海上の森を代表

する木です。秋に葉が黄色から赤色に変化し非常に綺麗です。雌雄別株、写真は雌花です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

４：ミツバアケビ      ５：サルトリイバラ      ６：ウスノキ 

④ ミツバアケビ（アケビ科） 落葉つる性木本。４月上旬に葉の展開と同時に咲き出します。秋には 10cm

ほどの大きな甘くておいしい実ができます。雌雄同株で雄花の方が大きい。雌花はその上に付きます。 

⑤ サルトリイバラ(シオデ科)  落葉つる性半低木。４月上旬に葉の展開と同時に咲き出します。革質でか

たい葉は麩餅に使います。実は赤くて美味しそうですが食べられません。雌雄別株で写真は雄花です。 

⑥ ウスノキ(ツツジ科)  高さ 50～150cmの落葉低木。先端が少し赤い黄緑色の花が４月中旬頃より咲き始

めます。夏に５個の稜がある赤い実がなります。甘くておいしい。よく似たスノキは実が紫黒色です。 

海上の森の動植物の 

生き字引  

山本 征弘 

№１２     春の地味な木の花 



「海上いま、むかし」 

 

 

㉗高度経済成長期以前の海上と今 

―鈴木保親さん聞き書き―（その１） 

本会では、自然保護協会生物多様性の道プロ

ジェクトが進める「生物多様性の道」に登録す

ることが決まり、平成 21年９月６日に海上の鈴

木保親さん（昭和 12年生まれ）からエントリー

シート記入のための聞き書き調査を行いました。

この聞き書きは数時間に及び、データもかなり

の量になりました。愛知万博開催から 10年が経

ち、本会にとっても新たな活動指針の策定が急

務となるこの時にあたり、このデータを皆様と

共有できればと願い、５回にわたって連載する

ことにしました。  

水辺の生きもの 

昭和 35年頃までの海上川には、サワガニ、モク

ズガニ、ウナギ、カンナメドジョウ、ホトケドジ

ョウ、ドンコツ、モロコ、シラハエなどがいまし

た。カンナメドジョウは砂地の中にいて、背中に

斑点があるものの、シマドジョウとは違うと言わ

れており、よくわかりません。ホトケドジョウは

昔からいたようですが、あまり注意してみたこと

はありませんでした。ドンコツはカワヨシノボリ

のことらしく、背びれに赤いものもあります。モ

ロコは海上の里付近にいましたが、シラハエは海

上の森入口駐車場付近より上流側にはおりません

でした。水田や水路にはドジョウ、ツボ（タニシ）、

ヒール（ヒル）がいました。ナマズ、ライギョは

おりません。アメリカザリガニは山口の方まで行

けばいましたが、海上にはおらず、山口の方で捕

ってきて、海上の水場に入れても育ちませんでし

た。水温が低いからではないかといわれていまし

た。イモリはいましたが、サンショウウオを見た

ことはありません。 

昭和 35 年頃には強力な農薬を田畑に入れたた

め、その後ツボやドジョウ、ヒールなどがいなく

なりました。農薬を弱いものに代えると、これら

の生きものが再び戻ってきましたが、その頃、稲

の取り入れ前に水田を耕耘するようになって、ツ

ボが田から用水へ移動し、用水から下の川へ移動

して、その後、海上では見られなくなりました。

海上川で今もよく見かけるのはサワガニです。モ

クズガニは平成 12 年の東海豪雨前までは見かけ

ましたが、その後は全く見られなくなりました。

ドジョウは今でもいます。 

 川 漁 

昭和 35年頃まではウナギ漁が盛んでした。松明

を灯して海上川を照らすと、川底に眠っているウ

ナギが見えるので、釘を何本も打ち付けたタタキ

バリ（叩き針）でウナギを叩いて捕りました。こ

の夜の漁をヒブリといいました。カンナメドジョ

ウやドンコツ、モロコ、シラハエなどは子どもた

ちがタモやイカケ（ザル）で捕りました。当時、

タモは高級な漁具なのでこれを持つ子はあまりい

ませんでした。この頃はモロコやシラハエがおも

しろいほど捕れました。ドジョウはウゲやテンモ

クで捕りました。ウゲは竹の筒の両側を細めにし、

筒の入り口は中側に曲げてありますので、ここか

ら入った魚は容易に外に出ることができませんで

した。コヌカを泥と混ぜ、ホウロクで炒った餌を

ウゲの中に入れて、川や水路に沈めておきます。

テンモクはウゲと形態がよく似たガラス製の漁具

で、これはウゲのように横ではなく、縦に伏せて

置きました。テンモクは釣具屋で売っていました。

ツボは手で取りました。ツボはふだんめったに取

りませんが、三月節供が近づくと、子どもたちが

田んぼに入ってツボ取りをしました。                  

水辺の食材と料理 

 昭和 35年頃は、フライパンに油を入れ、サワガ

ニを天ぷらにして食べていました。今ではほとん

ど食べません。モクズガニは少なく、見つければ、

珍しいので捕まえることはあっても、料理して食

べることはありませんでした。モロコやシラハエ、

ドジョウは鍋で甘辛く煮ました。ツボはワケギを

入れた味噌和えにしました。ツボの味噌和えは三

月節供のお供えになくてはならない料理でした。 

                （伊藤良吉） 


