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海上の森の会 第 1 回円卓会議を開きました。連携と行動の新たな一歩です。

円卓会議の目的は、将来の海上の森を見据えて

会全体がより発展的に継続するために、グループ

の垣根を越えて課題を共有し、連携することにあ

ります。今回はその第 1歩です。 

たくさんの意見があがりました。詳細は本文を

ご覧ください。課題も山積しています。会員の減

少や活動の担い手不足、後継者問題は各グループ

共通です。ＰＲの方法など発信力の弱さも指摘さ

れています。多くの方が海上の森を訪れ、さまざ

まな体験をしていただきたい、そのための知恵を 

第 4土曜日、グループに所属していない会員の方

も、未会員の方も、ぜひ参加してください。 

会議で提案がありましたが、みんなで目的を共

有し、目標を明確にするために、キャッチフレー

ズを募集します。親しみやすく、分かりやすいこ

とばを使って、広く、海上の森の会をアピールし

ていきましょう。 （円卓会議リーダー 浦井 巧）                     

        

                              

絞ることが必要です。 

海上の森の自然や森林、里のあり方について

各グループが個々に取り組んできましたが、会

としての全体像を描き、自然や文化をどのよう

に次に継承していくのか、方向性を議論し、具

体的な行動計画を作っていきたいと考えます。

まず定例の協働作業の日を設定しました。原則

 

 

 

 

 

                                

                                        

 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）。 
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・生物多様性の森の再生・保全 

・人と自然の共生のモデル創造  

・里山コミュニティの再生、継承 

  

愛・地球博の理念 

自然の叡智の継承 

 

     分かりやすく親しみやすい 

キャッチフレーズをつくる 

      

   

 

海上の森の未来像を描こう 

のののの 

展示、案内、掲示の充実 

海上の森の未来遺産登録へ 

海上の森検定の実施 

わくわくする事業の企画 

各活動における評価・検証 “あそび村”の活用促進 

定例活動日で会員の連帯を 

拡大編集会議で会報の充実 

 

地域、企業、他団体との連携 

楽しい仲間が待つ海上に 

多様な情報発信ツールの活用 

 

 

 

海上ブランドの発掘・発信 

 

海上を子どものふるさとに 

のののの 

 

全体散歩、自然ウォッチング 

のののの 

若い世代、定年世代への呼びかけ 

のののの 
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第６回通常総会が開催されました 

 第６回通常総会を平成 27年５月 16日（土）10時か

ら瀬戸市文化交流館で開催しました。 

出席 40名表決委任状 60名の合計 100名で会員総数

２分の１以上の出席により総会は成立しました。 

浦井巧理事長があいさつで 26 年度に行なった里山

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、森林・山村多面的機能発揮対策事業等々の成

果について報告し、平成 27年度は愛・地球博 10周年

の記念の年にあたり、「愛・地球博 10周年記念里山体験

型学習会“海上の森のつどい”」や「里山コミュニティ海上

の森普及啓発事業」を始め県委託事業、自主事業に取

り組んでいくため、皆様のご協力をお願いしました。 

 マリ クリスティーヌあいち海上の森名誉センター 

長、水嶋俊司あいち海上の森センター所長、上田喜久 

瀬戸市環境課長が来賓として挨拶されました。また、 

ご多忙の中総会に駆けつけて出席いただいた伊藤保德 

新瀬戸市長から祝辞をいただきました。来賓の方々か 

らは、本会の活動に対するご理解を賜り、ありがたく 

拝聴しました。 

 議長に伊藤良吉さんが選出され、議案審議に入りま 

した。第１号議案「平成 26年度事業報告」、第２号議 

案「平成 26 年度決算及び貸借対照表報告、監査報告」

が行われ質疑応答の後、賛成多数で承認されました。

次いで、第３号議案「平成 27年度事業計画（案）」、第

４号議案「平成 27 年度予算（案）」が上程され、新規

事業などを中心に提案し、質疑応答の後、賛成多数で

承認可決されました。 

主な質疑では、税金の支払いについてと会員確保に 

向けた分析と取組みについて質問がありました。税金 

は法人税等定められた支払義務があること、収益事業 

での収支から少なくて済む方法を検討すること、会員 

確保では活動に参加していただく会員の増加に向けて 

努力するとの回答がありました。 

第５号議案「平成 27 年度役員の選任」については、 

事務局から提案が行われ異議なく賛成多数で承認可決

されました。 

 選任された 27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、曽我部紀夫、石川明博さん

です。監事は山田治義、山川一年さんです。 

 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

選任されました。 

 

  
伊藤市長より祝辞をいただきました 

 

承認された活動方針と予算は次の通りです。 

 

○活動方針（抜粋） 

本会は設立から 11年目を迎えました。また、今年度

は、愛知万博 10周年の記念の年でもあります。これま

での長年の実績を踏まえ、さらに充実した活動展開と

飛躍の年としていきます。 

県からの受託事業については、引き続き４つの事業

を継続して実施します。このうち、耕地管理について

は、里と森の教室と直接関連しない耕地管理は、従来

の「里の再生」と合わせ、会の主力事業として会員の全

員参加の活動として実施していきます。 

助成事業としては、「森林・山村多面的機能発揮対策

事業」が３年目の最終年度を迎えます。これにより里

山林の整備や森林環境学習に加え、作業路等の整備を

実施します。 

また、オータケ記念愛知県自然環境保護基金から昨

年度に引き続き、今年は「里山コミュニティ“海上の

森”普及啓発事業」を実施することで助成を受けるこ

とができました。これは、会の活動や自然や歴史など

をＤＶＤで記録するほか、「夏休みこども自然学校」や

「海上の森検定」を実施するものです。 

愛知県の森と緑づくり事業の助成では「愛知万博 10

周年記念 里山体験型学習会“海上の森のつどい”」の

開催を予定しています。これは、収穫感謝祭と各種里

山体験学習を連続して２日間、一般参加者を募集して

開催する計画です。 

会の適正な運営やグループの横断的な連携強化に取

り組むとともに、会員の積極的な参加が得られるよう、

情報発信の充実を図ります。また、会員増加の努力、特

に若い層への働きかけやＰＲ活動の充実に努めます。 

会員が互いに尊敬しあい、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、それぞれの想いを認め合い、楽しく活動でき

る会にすることを目標とします。  
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○平成 27年度 事業予算  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

               新理事の皆さん 

○グループ体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ 
グループ      

リーダー 
リーダー 活    動 活  動  内  容 

自然調査 曽我部紀夫 

石川明博 
自然環境調査         

自然ウォッチング 

毎週１回自然観察及び調査を実施する。 

４～１１月まで毎月第 1日曜日に開催。 

曽我部紀夫 海上の森ツアー 海上の森を学び知るツアー及びガイドを実施する。 

青山邦彦 調査学習 テーマを決めて体験する調査学習講座を開催する。 

里づくり 原田幹雄 

鈴木五男 耕地管理 海上の里の農地の管理を、年間通じて実施する。 

浦井 巧 再生管理 里の水路やため池の維持・里山林整備などを実施する。 

原田幹雄 里と森の教室 農作物の栽培・収穫を参加者とともに実践し学ぶ。 

森づくり 平野幸治 

平野幸治 森林（もり）づくり 人工林や竹林の手入れなど森づくりを実施する。 

布目 勝 森の教室・木工芸教室 一般に向けて森の手入れや工作の教室などを実施する。 

大澤秀文 企業連携 企業の森づくりに対する指導、支援などを行う。 

里山文化 出口なほ子 

山川一年 生活史調査 海上に残る歴史や文化を調査し、記録として整理する。 

出口なほ子 里のくらし 里の年中行事を復活し実施する。収穫感謝祭も開催 

鈴木正司 案内巡視 海上の森を訪れる人の案内やゴミ投棄などの注意喚起。 

出口なほ子 サテライト管理 里山サテライトの鍵当番、清掃・草取り等を行う。 

総務情報 似内信彦 
杉山良治 ＨＰ管理 ＨＰの管理・更新を行う。 

伊藤良吉 会報発行 年４回会報を発行する。 

 

森林山村多面的発揮 

グループ 
平野幸治 里山整備等 人工林の間伐・竹林・広葉樹整備・森林環境教育などの実施 

里山コミュニティ“海上の

森”普及啓発グループ 
浦井 巧 普及啓発 ＤＶＤ記録・子ども自然学校・海上の森検定 

万博１０周年 海上の森の

つどいグループ 
浦井 巧 普及啓発 里山体験学習・収穫感謝祭 

                                                       （理事長 浦井 巧、副理事長 似内 信彦） 

収入 円 

会費 140,000 

寄付金 0 

助成金等 1,944,000 

事業収益 5,067,120 

その他収益 2,200 

合計 7,153,320 

 

支出 円 

調査学習事業 413,372 

自然環境調査 233,600 

海上の森ツアー 68,553 

耕地管理 990,919 

森と里の教室 1,785,723 

森づくり 431,317 

里のくらし 736,316 

海上の森普及啓発 300,000 

森林・山村多面的 1,204,000 

海上の森のつどい 440,000 

管理部門 454,520 

計 7,058,320 

法人税等（見込） 265,000 

合計 7,323,320 

  

差引 △ 170,000 
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海上の森を子どもの心のふるさとに。自然あそびが海上の森を育てる 

             森づくりグループ 大澤 秀文 元森ッ子クラブ“あそび村” 村長   取材･文 浦井道子 

 
子どもが主体の「森ッ子クラブあそび村」誕生  

 2010年、海上の森の会の親子野あそびグループの

後を継ぎ、森づくりが中心となって、森ッ子クラブ

を発足させました。子どもが自然あそびを通して、

自然の大切さを知り、仲間と楽しみ学ぶことが目的

です。第一歩として、子どもたちの夢を自分たちで

創り上げていく「あそび村」づくりを目指しました。 

 自然を極力残しながら安全に遊べることを第一に、

海上の森センターと調整の上、古民家を移築した里

山サテライトのすぐ近く 0.9ha の雑木林に決定。活

動は年数回、土曜日の朝からほぼ１日、小学生やそ

の兄弟姉妹・父母・祖父母の家族が中心です。前身

の親子野あそびグループと併せて、５年間で延べ600

名の親子、スタッフが参加してくれました。 

 「あそび村」づくりは、まず間伐と竹林整備から

でした。みんなで笹を刈り、森グループの方が間伐

すると大きな広場ができました。木々の間から光が

射し込むようになると、皆さん感慨ひとしおでした。

「あそび村」は自然あふれる自由な学校です。枝木

や里の恵みで工作をし、セミの抜け殻探しやカブト

ムシを採取。木々にロープを張ってなわ橋やブラン

コ、２段ロープを設営。子どもたちの冒険のひみつ

基地も完成。子どもたちは太いフジのツルを見つけ

てターザンごっこしたり、秋には斜面を落ち葉滑り

台にしたり、思い思いに楽しみます。 

 ５年の活動を経て、子どもたち自身の手によるあ

そび村の全貌が見え始めます。2014年秋、高さ20ｍ、

７本の株立ちのカシノキの大木の地上３ｍに、遂に

念願のツリーハウスが完成しました！ 

頑張り屋だった子どもたちも５年が過ぎ、森ッ子

クラブを巣立っていきました。引越しなどで若い家

族の減少も課題となりました。存続を願う親子もい

ましたが、昨年冬を最後に「あそび村」の整備と森

ッ子クラブの活動は一旦終止符を打ちました。 

今後は、海上の森の会全体、各グループの活用に

も期待しています。例えば里の教室があったら、お

昼をここで食べたり、自由に遊ぶ時間を取ったり。

団体ならネイチャーゲームも面白いでしょう。自然

を満喫できるアスレチックの場としてもお勧めです。 
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子どもから子どもへ。自然あそびでつながる森 

30年以上も前ですが、子どもが幼稚園に入る頃に

自然の中で遊ばせようと初めて海上を訪れました。

森の中に入ると足元からたくさんの蝉がバタバタと

飛び出していく、それを子どもが追いかけていく、

そんな自然があふれていました。何て素晴らしいと

ころに自分たちは住んでいるのだろうと、この地に

来た私は深く感動しました。小学生になった子ども

は、友だちと海上の篠田池で釣りをし、自然を謳歌

して育ちました。今息子は都心にいますが、子ども

が自然を身近に感じられる場所に住み、山や川へよ

く連れて行きます。時には遠出してアウトドアを楽

しんでいます。息子は私にわざわざ語ったりしませ

んが、「昔よくオヤジに自然遊びに連れて行ってもら

ったなぁ」と思い出して自分の子にも教えていると

したら、つながって良かったと心から思います。 

自然との触れ合いや遊びは、体験の中で親から子

へ伝承されてきました。もともと自然は人間にとっ

て生きる起点、DNAにも刷り込まれています。小さ

い頃から自然に親しむことは、大人になってからの

環境や自然に対する行動力になるのです。自然あそ

びを世代から世代へ伝えつなぐことが、100 年後、

200年後の海上の森の自然を守ることになります。 

100年200年後をイメージした海上の森づくりへ 

海上の森を紐解くと、人が住む森として伐採と植

林を繰り返してきた長い歴史があります。いつの時

代に戻すのか、どう再生していくのかは大変難しい

問題です。となれば自分たちが将来を見据え、海上

の森の姿をイメージすることで、まず 100年 200年

後どんな森にするのか、そのために今、10年の行動

計画を作る必要があります。森づくりグループの一

員としても重要な課題です。 

135ha の人工林は、多様な生物が棲める針広混合

林に変え、長い年月を経て少しずつ広げることから

海上の森全体の 530ha が生まれ変わります。人工林

は間伐のみのための森ではなく、水源涵養としての

大きな役割も担っています。この地は放っておくと

照葉樹林で真っ黒な森に変貌します。 

今まさにスタートラインです。森林整備にはいろ

いろな意見があるでしょう。伐採も植林も必要かも

しれませんが、海上の森は自然としっかり共生しな

がら生物が多様に棲める森に育てていく、そんな活

動が我々には求められているのだろうと思います。 

人工林のヒノキを今どうやって間伐していくか、100

年後を描いて高い木と実のなる広葉樹の森、里山の

水田を維持する、といった共生の考え方が必要です。

生物多様性は人間の思いの及ばないところで育まれ

ていきます。海上の森は人と森の共生の地であるべ

きと考えます。人がエゴに走るようなことがあって

はならないのです。 

海上の森をより多くの子どもたちの心のふるさとに 

愛・地球博で脚光を浴びた海上の森。そこにフィ

ールドを持つ私たち海上の森の会は、周辺地域のみ

ならず、広く、多くの子どもや家族に働きかけ、自

然あそびに訪れてもらえるよう活動していくことに

意義があると思います。子どもたちが自前で作った

フィールドで自由に自然あそびができる場というの

は、実は殆どなく、この地域では海上の森しかない

と自負しています。会にとっても若い世代の参加は、

我々のあとに続く会や森づくりの担い手を育てる上

でも大いに期待できます。 

訪れた子どもたちが、じかに自然に触れながら自

由な発想で遊ぶことで、「海上の森の自然あそび・あ

そび村」が次の世代、また次の世代へと繋がってい

きます。そうして「昔ここで遊んだよね」と、子ども

にとって心のふるさとが醸成されることでしょう。 

「子どもたち、海上の森へようこそ。一生忘れら

れない思い出をつくって、また大人になって戻って

来てください」私たちは今まで培ったノウハウを活

かしながら、子どもたちとともに海上の森を見守っ

ていきたいと思います。  

海上の森の会 子ども対象の活動紹介 

☆夏休み子ども自然学校  対象 小学校高学年生 

夏休みの自由研究は、自然の不思議、おどろきがいっぱ

いの海上の森でチャレンジしよう！ 

１回目 ８月９日（日）  9:30～15:00  

里や森の話、森の手入れや森遊び、虫・鳥・植物の観察 

２回目 ８月 23日（日） 9:30～15:00 

里や森の話、野菜の取り入れ・そばの種まき、木や竹を

使った工作教室、虫・鳥・植物の観察 

☆毎月の里と自然の活動  対象 子ども、大人 

里と森の教室、自然観察会、自然ウォッチング、木工芸

教室など定期的に開催しています。※８ページ参照 

☆海上の森のつどい 対象 子ども、親子 

里山を考える集い（収穫感謝祭）11月 22日(日) 

森づくり、里づくり体験、食の作業体験などのあとは、

おいしい里の恵みをみんなでごちそうさん！ 

里山体験学習会  11月 23日(月・祝) 

ワクワク楽しい観察会や体験会がたくさんあります。 

自然と里の文化に触れながら海上の森を満喫しよう！    
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自然調査グループ・自然観察調査、自然ｳｫｯﾁﾝｸﾞ                                 

 

毎週木曜日の定例調査は引続き実施していますが、   

今年度４月から毎月第１日曜日に、会員以外の方も

参加可能な、「自然ウォッチング」を行うこととしま

した。多くの方の参加をお待ちしています。                                                                                       

最初の４月はあいにくの雨で、参加者もなく中止

となりましたが、５月は参加者 24 名で物見山コー

スへ、６月は参加者 19 名で篠田池コースへ行きま

した。月によってその時々の草花などが見られるコ

ースを歩きます。会員の方も海上の森の山道、自然

を知るための良い機会となりますので、知合いの方

を誘って参加してみてください。 

予約は不要。当日、午前９時 30分までに海上の森

駐車場に弁当持参で集合してください。 

（グループリーダー 曽我部 紀夫） 

 

里づくりグループ・里と森の教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑増し ウグイス鳴くや 里の森。５月に入り里山

の緑が一段と眼に映える清々しい季節の中、今年も

「里と森の教室」が始まりました。今年は、57家族

192名の応募があり、厳正な抽選により、24家族 67

名の方が選ばれ、これまでに３回開催しました。 

第１回は５月 24日、19家族 46名の方が参加され

ました。スタッフは 16名です。あいち海上の森セン

ター水嶋所長、海上の森の会似内副理事長の挨拶の

あと、午前中は作業場所を案内し、里芋の植付けを

行いました。午後はサツマイモ（品種は紅東、苗 400

本）の植付けを行いました。里芋・サツマイモとも

順調に成長しており、収穫が楽しみです。 

第２回は６月８日、23 家族 56 名の方が参加され

ました。スタッフは 17名です。午前午後とも田植え

を行いました。参加者の８割の方が初めての経験で

したが、頑張ってくれましたので全部の田に植える

ことができました。また下田の一番小さい田は、子

どもたちだけで泥んこになりながら植えました。 

この日は「里山コミュニティ海上の森」資料記録

事業として、田植えの様子を撮影しました。稲の品

種は、ウルチ米はゆめまつり、モチ米が喜寿です。 

第３回は６月 28日、17家族 42名の方が参加され

ました。スタッフは 13 名です。午前中はインゲン

豆、枝豆の種蒔きと田の草取りを行いました。午後

はジャガイモや野菜の収穫をしました。 

今後４回５回と続きます。12 月 13 日の 10 回ま

で、参加される皆さんに楽しんで活動して頂けるよ

うスタッフ一同精一杯頑張りますので、多数の参加

をお願いします。 （グループリーダー 原田 幹雄） 

 

森林
も り

づくりグループ 

昨年度の作業エリアのうち、２～３ゾーンで少し

残った地域の間伐を４月より自主活動として行い、

このほど完了しました。 

６月中旬には「森林・山村多面的機能発揮対策」

の作業着手の許可が出ました。まず、地域環境―里

山林保全のための作業路をつくり、ため池近くに木

橋を架けました。同時に 1.7haの１ゾーンから、草、

笹竹刈り、雑木伐りの作業を行いました。４、５年

も経てば量も多くなり、大変な作業になると思われ

ます。これに先立ち、年間の作業行程表を作り、参

加者と打合わせを行い、ほぼ了解を得ました。天候、

その他の要因により適宜変更もあり得ます。 

「企業連携」は計３回、４月に２回、５月に１回

実施され、グループから指導者が参加し、企業の参

加者と一緒に汗を流し、無事成果をあげました。 

（グループリーダー 平野幸治） 

木工芸教室  

 昨年４月より新しく開設しました木工芸教室は当

初４名からのスタートでしたが、現在は 15 名内女

性４名と盛況になりました。センターのご支援によ

り１階展示室に生徒作品展示コーナーを設けたこと

がきっかけで高い関心を獲得できたことが一因です。 

 作成する作品は海上の森の木（桜、ホウ、ヒノキ）

を利用した器（皿、盆、盛器）が中心ですが、各自

自由としています。個性の表現の場としていますが、

作風はシャープ、温もり、豪放、ユニークとマチマ

チで相互の感性向上に努めています。月３回の活動

は楽しい交流の場としての意義も大きく、特に大パ
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ノマラの新緑を眺めながらの雑談昼食は実にリッチ

な気分に浸れます。（グループリーダー 布目 勝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里山文化グループ・里のくらし 

            

４月に行われた「里のひな祭り」は一般参加者も

対象としていましたが、海上の５月の節供は内飾り

ですので、サテライトでスタッフの茶話会をしました。 

 ５月には里の多度神社の例大祭が行われました。

海上の森の会からは御神酒をお供えし、豊作を祈願

しました。６月 20日は、四季のイベント「ホタル鑑

賞会」を行いました。今もまだ環境省のモニタリン

グサイト 1000 のホタル調査を続けていますが、振

りかえってみますと、この日がホタル飛翔のピーク

でした。今年は桜が早くから花を付け異常でしたの

でホタルも地区によっては、早く飛翔しています。

７月中旬になっても海上の

里で飛んでいます。気象変化

に対する自然界の順応はす

ごいですね。 

（グループリーダー  

      出口 なほ子） 

海上のゲンジホタル（写真撮影：山田智裕） 

 

サテライト維持管理 

 今年は春先の気候が不順で、サテライトの裏庭の

草の成長が遅かったのですが、さすがに６月に入っ

てからはすさまじい伸びです。７月は前庭の草をこ

れ以上放置できないと、スタッフ全員に声掛けをし

て 10日に草刈り、草取りをしました。久し振りにき

れいになりました。部屋の方は鍵当番の方々が常に

気をつけて掃除をしていただいておりますので、今

回は草刈りに集中することできました。これからは

サテライトの周りの草刈り作業に追われそうです。

お手伝いいただける方々のご協力をお願いします。 

      （グループリーダー 出口 なほ子） 

 

 

 

学生発！海上の森 

大学コンソーシアムせと五大学合同祭 
 
６月 14日(土)、瀬戸蔵にて大学コンソーシアムせ

と『五大学合同祭-STAR-』が開催されました。「大学

コンソーシアムせと」とは、瀬戸市と近隣の５大学

（愛知工業大学、金城学院大学、名古屋学院大学、名

古屋産業大学、南山大学）が協働して様々な文化活動

を展開していくための組織です。合同大学祭は、５大

学の学生が連携して企画・運営しました。今年は８つ

の企画（①ステージ企画 ②模擬店 ③バックトゥザ 

せと ④装飾企画 ⑤子ども企画 ⑥お化け屋敷 ⑦プ

ラネタリウム ⑧スタンプラリー）が行われました。

海上の森の会には、子ども企画(ネイチャービレッ

ジ)で竹や木を使った工作の実施をお願いしました。

２月から６月まで月に数回、学生委員が集まり会議

を重ね、準備を進めてきました。 
 

 
海上の森の会も参加しました 

私が学生委員として担当したプラネタリウム企画

は、瀬戸蔵４階会議室４・５にて当日(６月 14日)の

瀬戸市の星空解説を行いました。天文シミュレーション

ソフトウェア「StellaNavigatorVer.8」を使用し、プロジェク

タでプラネタリウム番組を投影しました。解説は学生委

員が自ら行いました。「春の大曲線」と「春の大三角」を

中心に「おとめ座」や「しし座」等を順番に紹介しました。 

 

入場者数約 290 名と多くのお客様にお越し頂くこ

とができました。他大学の学生と協同して企画を作

る難しさも感じましたが、企画が無事に成功し、市民

の皆様にお楽しみ頂けてよかったと思います。 

（名古屋産業大学ＥＣＯサイクル部 山田 智裕） 

  

生徒さんの作品です 

 

http://blogs.yahoo.co.jp/nsu_eco/GALLERY/show_image.html?id=27289787&no=8
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海上の森の会 活動予定   2015年８～10月  

月 活 動 活動日 時間 集合場所 グループ 

８ 

自然ウォッチング ※どなたでも参加可 2 (日) 第１日曜 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

里づくり・耕地管理 5,12,19 各水曜, 29(土) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然環境調査 6,13,20,27 各木曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

夏休み子ども自然学校 ※募集中 9,23 各日曜 9:30～15:00 入口駐車場 特別チーム 

★全体活動日 22(土) 原則第 4 土曜 10:00～ 里山サテライト 全員参加 

里と森の教室 (ソバの種蒔・畑追肥) 23(日) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

サテライト維持管理（草取り、草刈り） 28(金) 13:00～16:00 里山サテライト 里山文化 

木工芸教室 (作品製作)  ※あれば工具 30(日) 10:00～15:00 工作室 森づくり 

９ 

 

里づくり・耕地管理 2,9,16 各水曜, 26(土) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然環境調査 3,10,17,24 各木曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

自然ウォッチング ※どなたでも参加可 6 (日) 第１日曜 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

森林
も り

づくり (間伐作業) 5(土),8(火),19(土),22(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

木工芸教室 (作品製作) ※あれば工具 13(日),16(水),27(日) 10:00～15:00 工作室 森づくり 

都市緑化フェア ワークショップ参加 12(土) 13(日) 10:00～16:00 モリコロパーク 全員参加 

★全体活動日 26(土) 原則第 4 土曜 10:00～ 里山サテライト 全員参加 

四季のイベント・里のお月見 26(土)  16:00～ 里山サテライト 里山文化 

里と森の教室 (サツマイモ収穫・種蒔) 27(日) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

１０ 

自然環境調査 1,8,15,22,29 各木曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

森林
も り

づくり (間伐作業) 3(土),6(火),17(土),20(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

自然ウォッチング ※どなたでも参加可 4 (日) 第１日曜 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

里と森の教室 (稲刈り・ハザ掛け) 4(日) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

木工芸教室 (作品製作)  ※あれば工具 11(日), 21(水),25(日) 10:00～15:00 工作室 森づくり 

里づくり・耕地管理 7,14,21 各水曜, 24(土) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

里と森の教室 (里山探検・脱穀) 18(日) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

人と自然の共生国際フォーラム参加 

★全体活動日 
24(土) 10:00～ モリコロパーク 全員参加 

■活動に参加される方は、各自お弁当、飲料水をお持ちください(自販機はありません！)。詳細はお問合わせください。 

 
フリーコーナー 私もひとこと・・・・・・・・・・・・・・・・・                                
  「天災は忘れた頃にやって来る」とは寺田寅彦の至言であるが、地震、火山噴火、

台風と矢継ぎ早に続く昨今の自然災害はどう表現したらいいのだろう。ここハワイ島

でも 20 余年ぶりのハリケーン上陸で大きな被害を受けた。また昨年６月にキラウエア

火山の中腹から噴き出した溶岩流が、年末には 30 マイル東のパホアの町に迫って

来た。日本人移民によって発展したプナ地区には数千人の人たちが生活している。

ところが、まさに奇跡的にも町の 600m直前で停止したのである。新聞も人々の祈りが

ペレの女神に通じたと報じたのである。溶岩流の流れを南の無人地帯へ変え海に落

とせばと思うのだがそうはしない。自然への人為的操作は避けるという考え方がある。

地形を削ったり埋めたりしないサドルロードが原則である。ハワイの最高峰マウナケア

の山頂へ向かう入り口にハワイアン中心にバリケードが敷かれた。山頂を「聖域」とす

る彼らは、巨大望遠鏡ＴＭＴを設置する事業に反対しているのである。自然の受容と

変容の課題である。              (里山文化グループ 生活史調査 山川一年） 

 
 活動申込み、ご意見・お問合わせ、

ご入会申込みはこちらへ  

NPO 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 

TEL&FAX. 0561-21-9298 
Email morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp 

HomePage 海上の森の会 検索☚  

※最新情報をチェックしてください。 

年会費（４～翌 3 月） １口 1,000 円  

郵便振込 0820-6―185628 

特定非営利活動法人 海上の森の会 

mailto:morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp


「海上いま、むかし」 
 

㉘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２） 

 

よく見かけた虫たち 

昭和 30年頃までの海上の里には、いろいろな虫た

ちがいました。その頃いて今はほとんど見かけない

とんぼには、オショロトンボ、オニヤンマがいまし

た。オショロトンボは「お精霊とんぼ」のことで、

家の先祖さまがあの世からやってくる盆の頃に飛ん

でいる赤いとんぼですが、現在秋になると飛んでく

るアカトンボとは違います。オスのオニヤンマはお

腹がキキョウ色をしていました。 

現在もよく見かけるとんぼには、イトトンボ、シ

オカラトンボ、ハッチョウトンボなどがいますが、

それぞれ何といっていたのか、覚えていません。昭

和 30年頃には海上川にヤゴがいっぱいいました。最

近はヤゴを見ることが少なくなりました。 

蝶は、ギフチョウやマダラチョウの仲間など種類

は多かったのですが、蝶の名前はよく覚えていませ

ん。 

カブトムシ、クワガタ、タマムシ、カミキリムシ､

バッタも今よりはたくさんいました。タマムシをミ

チオセー（道教え）といいました。道ばたにいて、

人が近づくとすぐ先に飛んで止まり、近づくとまた

先に飛んで止まるのを繰り返すからです。カミキリ

ムシはケーキリムシ（毛切り虫）といいました。バ

ッタの仲間も種類は多かったのですが、どれもバッ

タといっていました。スギッチョという虫もいまし

た。田んぼにはイナゴがいましたが、これを捕って

食べるということはありませんでした。 

ほたるでは、ゲンジボタルをたんにホタルといい、

ヘイケボタルをコメボタルといっていました。ヘイ

ケボタルが多く、ゲンジボタルは少なかったです。

こうした状況は近年とほとんど変わりありませんが、

どちらも今よりはたくさんいました。当時、ゲンジ

ボタルは四ッ沢におり、海上の里にはいませんでし

た。陸生の貝を食べるヒメボタルを海上で見たこと

はありません。 

 

虫たちと子どもの遊び 

オショロトンボやオニヤンマのメスを捕まえると、

糸で縛り竹に付けて、くるくる回すとオスがやって

くるので、それを捕まえました。 

ゲンジボタルやヘイケボタルを捕まえると、あら

かじめ編んでおいた麦稈のホタルカゴに入れました。

小さい子どもはホタルカゴを自分で作れないので、

親に作ってもらいました。ホタルカゴに入れたほた

るを部屋の蚊帳（かや）の中に放して楽しんでいま

したが、親には叱られました。富山の置き薬屋が置

いていった薬ビンは、ホタル入れでは最高級品なの

で、薬ビンが欲しく、「早く薬を飲んで」と家族にせ

がんだものでした。ホタルを薬ビンに入れると、ま

るでカンテラのように、明るくまわりを照らしてく

れました。 

  

    ホタルカゴ（2007.6.30）ホタル鑑賞会にて 

 

草木と子どもの遊び 

遊びの名は覚えておりませんが、互いにオンパコ

（オオバコ）の茎をからめて引っ張り合い、切られ

た方が負けという遊びがありました。 

山の斜面で同じように反って生えている木を２本

利用して、ソリを作りました。ヤシャ（ヤシャブシ）

の木が多かったです。使わなくなった古い味噌樽の

タガを抜いて外した樽板を２本のソリ木に並べて固

定し、これに乗ってサバツチヤマ（風化花崗岩の山）

の斜面を滑りました。 

カタナギ（タカノツメ）と呼ばれる灌木の枝を切

り、枝の４分の１ほどの位置で樹皮を１周するよう

に剥がし、長い方の剥がし口附近の樹皮をこすると、

すぽんと樹皮が剥がれました。剥がれた樹皮を刀の

鞘に見立て、抜いたり、指したりして遊びました。

カタナギは「刀木」ということになりましょう。 

竹鉄砲も子どもに人気のある遊びでした。鉄砲の

本体にはヤマトダケを用い、鉄砲の玉にはスギの実、

丸めた紙などがありました。  

（里山文化グループ 伊藤 良吉） 



 

 
                                     

夏の草花 

 

梅雨が終わると本格的な夏が始まります。木の花は少なくなりますが、草花は道沿い、林縁、湿地など 

それぞれ個性的な花が咲き、楽しむことができます。暑さに負けず、森を歩いてみましょう。 

    

 １：ヤブカンゾウ      ２：コバノカモメズル        ３：ミズタマソウ 

① ヤブカンゾウ（ワスレグサ科） 里の道端などに多い多年草。八重咲きのヤブカンゾウは実ができません。

一重咲はノカンゾウでどちらも春の若芽は酢味噌和えなどにすると美味しく頂けます。 

② コバノカモメヅル（キョウチクトウ科） 赤池へ行く道などに生えるつる性の多年草。よく似たコカモメヅ

ルに比べ花が一回り大きいです。実は袋状になり、冬になると横に割れ白い綿毛の種が飛び散ります。 

③ ミズタマソウ（アカバナ科） 赤池へ行く道などの林内に咲く高さ 20cm～60cmの多年草。果実は鍵状の毛

が密生します。花は次々に咲き実になります、露が付き水玉のように光る姿はとても優雅です。 

   

４：ゲンノショウコ        ５：サギソウ           ６：センニンソウ 

④ ゲンノショウコ（フウロソウ科） 四ッ沢付近の道端などに生える高さ 30～60cmの多年草。下痢止めの薬

草として有名です。白い花は関東に多く、関西はピンクが多い。海上の森には両方あります。 

⑤ サギソウ（ラン科） 屋戸湿地など日当たりの良い湿地で 8 月頃咲く多年草。地下に球茎があり、細い地下

匍枝を出し増えます。白鷺が飛んだような花は実に優雅です。近年数が減っています。 

⑥ センニンソウ（キンポウゲ科） 四ッ沢へ行く道など日当たりの良い場所に咲くつる性の半低木。花が終わ

ると花柱が伸び白くて長い毛が密生し仙人のヒゲのようになります。よく似たボタンズルも少しあります。 

海上の森の動植物の 

生き字引 

山本 征弘 

№１３    



会報「海上の森だより」の発行について 

お知らせとお願い 

 

会員の皆様には、海上の森の会事業にご協力、ご理解頂き誠に有難うございます。 

 

過日、開催しましたリーダー会議で会報「海上の森だより」の発行について協議し、 

下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

１．今回の会報「海上の森だより」37号は、会員全員に郵送します。 

２．そのうえで、会報 38号以降について、ホームページでご覧になる会員は、海上の森の

会事務局にメールで「会報の郵送不要」を送信して頂き、今後会報は郵送しないことに

なりました。 

 

今後「会報の郵送不要」の方は下記のメールアドレスまで送信をお願いします。 

メールアドレスを変更された場合も事務局まで新メールアドレスをご連絡ください。 

海上の森の会事務局 Eメールアドレス：morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp 

 

３．返信のない方には毎号郵送させていただきます。 

 

経費削減のため、ホームページでの閲覧が可能な方は、でき得る限りご協力をお願い 

します。 

 

  なお、今年度の会費未納の方は、会費を同封の振込用紙にてお納めください。 

 

会員皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

平成 27年 7月吉日 

                          NPO法人海上の森の会 
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