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2015 年 10 月 発行 

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）。 

協同の力を、未来につなげましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久しぶりにラグビー競技が復権、「60 年安保世代」

には嬉しい限りです。 

 さて、「愛知万博」開催をきっかけに誕生した海上の

森の会も 10 年が経ちます。多様な個人やグループが

結集した会でしたから、今日までの歩みも平坦ではあ

りませんでした。活動をめぐって議論を重ね、行政と

の協同連携を推し進める団体として、「海上の森の保

全と活用のための基本協定」を結びました。 

 各グループが活発に活動した当初、大切にしたのは、

for the team（会）のための最大公約数を引き上げる

努力でした。自然環境と里山文化を学び、会員相互の

交流を図ることを目的として毎月開催する「学びと交

流の集い」から始まり、2007 年には「ため池勉強会」

を、2009年には「ため池プロジェクトチーム」を立ち

上げました。2010 年からは愛知県の「森と緑づくり」

活動事業の中でも環境保全活動の毎月開催を追及し

てきました。 

 

そして今、第１回円卓会議で「連携と行動の新たな

一歩」を踏み出しました。それぞれのグループの力量

を高めつつ、会員相互の交流と協同の力を発揮させ、

それを未来につなげるためにも「定例活動日」を大切

にしなければなりません。少々くたびれてきた世代に

は力仕事だけではなく、各グループの多様なメニュー

の取り入れや何より若い世代を引き込む工夫が必要

だろうと思います。その意味では、近隣諸大学の環境

保全活動や、協同の力を発揮されておられる「なごや東

山の森づくりの会」など、諸団体の知恵も学びたいもの

です。  （里山文化グループ・生活史調査 山川 一年） 
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11／22・23（日・祝） 「海上の森のつどい」 
22日収穫感謝祭、23日里山体験学習会を開催！！ 

完成間近のため池修景作業 

 

未来遺産登録の 
選定委員が現地 
調査に来られま 
した 

 

録 

今年も良く実りました 



年間特集テーマ これから 10年、海上の森の未来を描く、行動する 
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子ども時代から海上の森に親しまれていた石川さんは、２年半前、海上の森の会に加わり、現在「自然調査グループ」

の中で「自然環境調査」のリーダーとして活躍されています。海上の森との係わりについて、また、これからの森のあ

り方についてなど、お寄せいただきました。（編集部） 

| 海上の森との係わり          自然調査グループ・自然環境調査 リーダー  石川 明博 

                                 

海上の森とのこれまでの係わり  

私が初めて海上の森を訪れたのは、小学校高学年

の頃ではないかと記憶しています。同級生が山口堰

堤の流れ込みに連れて行ってくれて、一緒に婚姻色

(こんいんしょく)で真っ赤に色づいたオイカワを浅瀬に

追い込んで捕まえていたのを思い出します。その後、

中学時代は春になればワラビを採りに山の中を歩

き回り、高校時代は友人たちとよく、赤津から入っ

て猿投山に登り、時には少し下ったところの杉林で

キャンプをしたものです。その頃はまだまだ森の木

も樹高は低く、尾根筋には至る所にミツバツツジが

咲いていたのを覚えています。 

その後しばらく森から遠ざかっていたのですが、 

今度は自分の子どもたちが少し大きくなった頃、ま

た海上に訪れるようになりました。家族で物見山に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登ったり、大正池（海上砂防池）、篠田池、屋戸湿地、

三角点、五輪塔、赤池など歩き回っていました。そ

の頃は森で人に出会うことも珍しく、春になると屋

戸湿地では周りの空気までブルーに染まるほどハ

ルリンドウが咲きほこり、あまりの美しさに息をの

み言葉を失うほどでした。やがて子供たちも成長し、

自分も仕事が忙しくなって海上の森から少しずつ離

れていきました。 

海上の森との現在の係わり  

 多忙な毎日を送りながらも時間があれば各地の自

然に親しんでいました。２年半前、退職を機にその

後の人生、ライフワークをあれこれ考えるうちに、

子ども共々多くの時を過ごさせてもらったこの森に

何らかの形で係わっていけたらと思い、海上の森の

会に入会することになりました。



年間特集テーマ これから 10年、海上の森の未来を描く、行動する 
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海上の森の会は大きく５グループに分かれ、私は

自然調査グループに所属しています。主な活動には

自然環境調査、自然ウォッチング、海上の森ツアー、

調査学習があります。 

自然環境調査の活動は、９年以上に亘ります。毎

週木曜日に約５時間かけて、海上入口駐車場から四

つ沢、物見山登山道入り口、海上の里への分岐、海

上の里、里山サテライトを経て物見山登山道入り口

に戻るコースを歩きます。野草、樹木、昆虫、野鳥

に関して開花時期、結実時期、出現時期などを調査

記録し、毎年「海上の森生物調査報告書」としてま

とめています。この成果から、それぞれの植物、樹

木、昆虫など各種の経年変化が分析されています。

植物についてみると 2005 年の環境影響評価書では

893 種もの植物が海上の森に存在するとされていま

すが、巡回コースだけでも平成 18年～25年の間に

391 種の植物が確認されました。その他の調査とし

て平成 22 年より再生水田における植物相の調査が

月1回行われ、再生前の平成21年調査との比較や経

年変化の分析なども行われました。 

 海上の森自然ウォッチングは、本年の４月よりス

タートし、11月まで一般市民を対象に毎月第１日曜

日に開催することになったイベントです。これは、

県内でも類を見ない自然豊かな海上の森の素晴らし

さをより多くの人に知ってもらうことを目的として

います。時期を代表する海上の森の植物や昆虫を観

察するため、三角点、古窯、物見山、屋戸湿地、海

上の大正池、篠田池などの各所から月毎にコースを

組み立て、多くの人に楽しんでもらっています。 

 海上の森ツアーは、地域の各種グループ、小学校、

県外からの案内依頼に対応し、この地域における森

の成り立ち、森の役割などを説明しながら各所をめ

ぐり広く海上の森の魅力を伝えています。 

 また調査学習は、愛知県からの受託事業として５

月には「初夏の海上の森（花・虫・鳥）」、７月は「海

上の森のキノコ」、８月は「海上の森の水生生物」な

どの海上の森の自然を学ぶ体験学習プログラムを行

っています。なかでも７、８月の学習会には多くの

親子連れが訪れます。キノコの会では様々な色や形

をしたキノコを親子で採ったり、水生生物の会では

親子ともども夢中になって川の中でタモを持ち、水

生生物を追いかけて採取したりと、講師から説明を

受けながら楽しく学習してもらっています。 

 

海上の森とのこれからの係わり  

博覧会開催時における賑わいは年月とともに落ち

ついてはいますが、週末はもちろんのこと平日でも

海上入口駐車場が溢れるほどの車で、今なお多くの

人に親しまれる森となっています。自分自身は現在

係わっている自然環境調査や自然ウォッチングのプ

ログラムについて現在より植物等の〈同定精度〉を

上げ、一般参加者の方たちがこれまで以上に楽しん

で頂けるようになお一層研鑽し、プログラムの充実

を図っていきたいと思っています。 

かつては訪れる人も少なく静かな森でしたが、平

成６年頃からでしょうか、博覧会会場候補地として

一躍脚光を浴び、多くの人の関心を集めることにな

りました。多くの議論が巻き起こり当初の計画から

大幅に変更され、海上の森に対する「新住宅市街地

開発事業」が中止となり森の大半が残ることとなり

ました。その後、海上の森運営協議会において審議

され、平成27年度を目標年度とした「海上の森保全

活用計画」公表されましたが、今年度で終了するた

め現在平成 28 年度以降の第２次保全活用計画が検

討され、おそらく、今年度中にパブリックコメント

（意見募集）が行われると思います。 

   

今後海上の森が 10 年後、100 年後に向かってど

のような森であるべきか。木材などの生産の森、環

境教育の森、生物多様な森、洪水緩和機能の森、大

気の浄化機能の森、河川を枯れさせない保水力のあ

る森、伊勢湾（海上川は矢田川・庄内川水系）を豊

かにする栄養豊富な水を供給する森、暖温帯の暗い

極相林とならない維持された理想の森、その他考え

られうる限りの多様な機能を持った森、また、過去

を懐かしむだけの懐古的な里ではなく、新しい形の

未来型の里を模索し、それを育む森の在り方を社会

に提言できる森として海上の森がその役割を果たせ

ればと考え、多くの方と意見交換しつつ心身が可能

な限り海上の森と係わっていけたらと願っています。 
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定例活動日が新設されました！                                

６月に開催されたグループ全体円卓会議で、会員相

互の親睦を深めてもらうことを目的として「定例活動

日」が設けられ、第 1 回活動日を７月 25 日に設定しま

した。この日は、会員７名が参加して午前中休耕地の

草刈りを行い、午後からサテライトで意見交換を行い

ました。参加者が少なかったので次回は大勢参加する

ように呼びかけることになりました。 

９月 26 日の第２回活動日には 17 名の会員が参加し

て、10 月４日に「里と森の教室」の稲刈りに使用する

稲架（はざ）を組みました。稲架づくりは 1 時間も掛

からずに終わりましたので休耕地の柿畑を見に行きま

した。昨年は不作であった柿の実は沢山なっていて、

熟した実の大部分が野鳥に啄まれていました。里づく

りのスタッフが「里と森の教室」の参加者に配る柿を

収穫し、スタッフも秋の味覚を賞味させて頂きました。 

各グループの会員皆さまのご参加を歓迎しています。 

（副理事長 似内 信彦） 

 

夏休み子ども自然学校が開催されました！ 

８月９日と 23 日に「海上の森夏休み子ども自然学校」

を開催しました。この企画のねらいは子どもたちを対

象に里山のさまざまな分野での体験を通して里山の仕

組みや里山の大切さを知ってもらうことでした。９日

は６家族14人、23日は５家族10人が参加されました。 

【森の手入れと森あそび】 

９日の午前中海上の森の中で、「森の大きな役割を知

る」をテーマに人工林の間伐の大切さを体感し、と同

時に自然あそびのできる楽しい場所でもあることを実

感してもらいました。       

朝一番里山サテライトで森の役割の話をし、ノコギ

リを腰につけて森に入りました。暗い森と明るい森を

見て、「全然違うね」の声。“ずっしーん”と木を倒す

間伐の体験に「わぁ～、わぁ～」驚きの声そして少し

光が入った森に達成感が一杯でした。そのあと森っ子

クラブ「あそび村」へ入り、子どもは食事もそこそこ

に自然あそびをスタートし、ツリーハウス、ひみつ基

地、縄橋と自由に走り回り、大人はヒヤヒヤさせられ

ましたが、こことばかりの大きな声に「これからもこ

んな声を聴きたいですね。ただ時間がもっとほしいで

す。次回にも案内が欲しい」と感想をくれました。子

どもは“へぇー、わぁー、ヤッホー”と感動の声が連

続でした。        

（森づくりグループ・企業連携 大澤 秀文） 

 

  
木を皆で倒す       ツリーハウスの冒険 

  

【里のくらし・歴史・文化講話】 

９日の午後は里山サテライトで歴史の講話。海上の

森が多様な生物相を育んできた背景に海上の人びとの

くらしぶり（里山文化）があったという観点から、海

上の森に人はいつ頃から住むようになり、多い時で何

軒くらいあり、どんな仕事があったかというテーマを

選びました。当日は、できるだけ多くの図や写真をお

見せしながら話を進めました。 

 この話の中で強調したのは、多様な生物相を守るた

めには多くの人びとの持続的な力がいるということで

す。海上のくらしに興味を持ったという家族が２家族

ありました。ありがいことです。皆様にはおみやげと

して今回の資料集をお渡ししました。お家に帰ってか

ら親子で目を通して貰えればと願っております。 

     （里山文化グループ・生活史調査 伊藤 良吉） 

【自然観察】 

 ９日の講話の後、サテライトから海上の森入口駐車

場までの間、道ばたに咲いている花と気温を調べ、そ

れをカードに書いてもらいました。花は陽の当たり具

合など場所によってどんな違いが見られるのかを観察

してもらいました。         （編集部） 

【森の工作】 

23 日、応援の大学生３人の参加を得て“森の工作”

を開催しました。残暑を心配しましたが、工作室は空

調完備で快適そのもののスタートとなりました。チャ

レンジする作品は、この森で間伐したヒノキの板材を

利用した“マガジンラック”と“ペン立て”としまし

た。作業前にこの材料がどのようにして育ち製材され

たか、森の成り立ちを説明しました。使用した道具は

ノコギリ、紙ヤスリ、キリ、ネジまわし、カナヅチと、

子どもたちにとってはどれもが新鮮な体験であったよ

うで、特にノコギリは苦戦の連続で、親の手を借りて

の共同作業が微笑ましい光景となりました。 

 モノを作ることの大変さと喜びを感じてもらい、モ

ノを大事にする心が育まれた一日となりました。 

（森づくりグループ・木工芸教室 布目 勝） 
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全国都市緑化あいちフェアに参加しました！ 

９月 12 日から 11 月８日まで、愛・地球博記念公園

(モリコロパーク)で「全国都市あいち緑化フェア」が

開催され、オープニングの 12 日(土)と 13 日(日)の２

日間、会がブース出展して参加しました。 

全国都市緑化フェアは「都市緑化意識の高揚や都市

緑化に関する知識の普及等を図ることにより緑豊かな

潤いのある街づくりに寄与すること」を目的に国土交

通省の提唱で昭和 58 年から毎年全国各地で開催され

ている花と緑のイベントで、今年はモリコロパークと

愛知県の市町 54 か所で行われています。 

海上の森の会は、大芝生広場に設置されたブースに

出展し、活動内容のパネル展示やパンフレットを配布

して会の活動を紹介しました。 

また、リョウブでつくったプレートに木の実や葉を

貼り付けて作る名札づくりのワークショップを行いま

した。12 日午前中はブースに訪れる人が疎らでした

が、午後になると徐々に人が増えました。小学生や主

婦、若い女性たちが次々と訪れ、熱中していました。

松戸市から来た男女５人のグループはそれぞれ独創的

な名札づくりに挑戦して、最後に自慢の作品をスマー

トフォンで写真を撮りあっていました。 

13 日も引き続きブース出展を行い、２日間の出展

を通して、少しでも会の活動を理解して貰えたのでは

ないでしょうか。     （副理事長 似内 信彦） 

 

第９回人と自然の共生国際フォーラム開催！ 

 10 月３日と 24 日、海上の森の会もメンバーとなっ

ている国際フォーラム実行委員会の主催で、第９回「人

と自然の共生国際フォーラム」が開催されました。愛

知万博開催から 10 周年となる今年のメインテーマは

“自然とともに歩む明日をつくろう”、サブテーマは

“自然の叡智、つながり･ひろがり･これから”でした。 

◆10/３ 活動発表会・意見交換会（パルティせと） 

 この日は、設定されたテーマに応募して採択された

大学生やＮＰＯ等８団体の活動発表会があり、後半は

８団体と一般参加者が４つのテーマに分かれてグルー

プディスカッションが行われました。 

私が発表会で特に興味を引いたのは、豊田のアート

あそびプロジェクトの“こども建前”と、愛知県芸大

学生有志による“県芸の森図鑑”づくりでした。“こど

も建前”は子どもたちが木組みの小屋（3m 程度）を組

み立て、ビニールの『壁』に思い思いの絵を描くアー

トで、上棟式での餅投げならぬ菓子撒きを行います。 

 

木の使い方や継ぎ手の伝統工法、伝統行事を一体とし

て体験するものです。“県芸の森図鑑”は、学生たちが

豊かな自然にあらためて気づき、希少な動植物を観察

し、自分たちが持っているデザイナーの技術を駆使し

た図鑑づくりプロジェクトが紹介されました。どちら

も新たな発想での取組みであり、子どもたちへの伝え

方やアート・文化を通した自然の捉え方は大いに参考

になりました。 

◆10/24フォーラム・市民の EXPO（モリコロパーク） 

 特別講演はＣ.Ｗ.ニコル氏で、放置された森を少し

ずつ買い取り、手間をかけて自然の恵み豊かなアファ

ンの森をつくった経緯を紹介されました。森にはそれ

ぞれの歴史がある。ウｪールズの森の再生から日本の森

づくりに挑んだ。反対運動は嫌いであり、「やろうぜ」

というのが好き。森には心までも癒す力がある。子ど

もを自然に返そう、未来のために。など力説されまし

た。現在、宮城県東松山市で、「復興の森づくりと森の

学校プロジェクト」が推進され、地域の自然を活かし、

生態系を取り戻す学校建設がスタートしました。 

 続いて行われたパネルディスカッションではパネリ

ストとして印南敏秀（愛知大学教授）、水野翔太（名古

屋わかもの会議総合総括）と私が参加しました。 

 私からは、「愛知万博から 10 年・海上の森の取組み」

と題して会の活動を紹介すると共にこれから目指す方

向性の一案として下図のとおり紹介しました。 

 

 

 

 

 海上の森を守ることは、単に森や里を整備するだけ

でなく、歴史や文化も含めて人と自然との関係づくり

を模索し、それを伝え、自然の営みや変化に対する感

覚や感性を磨き、それぞれが自分なりの答えを出すこ

とだと話しました。これはフォーラム宣言の一つとし

て、「身近に自然とふれあい、自然に対する感性を磨く

ことで、“いのち”の大切さを育み、持続可能な社会づ

くりにつなげること。」が盛り込まれました。 

来年はフォーラムの集大成の年です。そこに向かっ

て一層励み、その後もさらに継続していくことを確認

して終了しました。      （理事長 浦井 巧） 

歴史・文化・くらし 

の調査・検証と再現 

 

人と自然の共生を問い続け 

未来にこの森を引き継ぐ 

 

自然環境の継続調査と 

保全対策の実施 

行政・市民・関係団体・

企業・学校・参加者等

との連携・交流 

 

里
山
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
形
成
を

軸
に 
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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                                 

今年度（平成 27年）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っています。

広報も中日新聞、チラシの配布、森の会ホームページ

と行い、一般の方にも徐々に知られてきました。９月

は雨天でも 22人の参加、10月は天気も良く 24人と多

くの参加者となってきました。10月は物見山へのコー

スで、初めての方は物見山からの眺望に対して、リピ

ーターはめずらしい秋の草花に対して、それぞれ喜ば

れ、また全員が優雅なアサギマダラの出現を喜ばれ、

赤トンボの種類、見分け方に驚かれていました。                                   

自然ウォッチングは 11月で終わりますが、来年度も

４月から行います。海上の森のいろいろなコース（物

見山、屋戸湿地、篠田池、赤池、古窯など）を順次歩き

ますので来年度は会員の方も海上の森の道、森の自然

を知るための良い機会、ぜひ参加してください。 

    

 

毎週木曜日の定例調査は引続き実施していますので

会員の方で希望者は自由に参加してください。 

（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 

月日の流れるのは早いもので今年も早や 10月、海上

の森の澄みきった空にアキアカネ、マユタテアカネが

舞い、季節は秋になりました。５月の新緑の季節から

始まった「里と森の教室」も第７回まで終わりました。 

第４回７月 26日、参加人数 42名・17家族、スタッ

フ 15名。下田の田の草取り。ナスの剪定・追肥。夏野

菜の収穫。昼食は里のくらしグループの協力により美

味しいカレーライスを頂きました。おかわりする人も

いて満足して頂いたと思います。また食後に教室で作

ったスイカも食べました。 

第５回８月 23日、参加人数 35名・16家族、スタッ

フ 14名。ソバ・地這いキュウリの種蒔き。野菜の収穫。 

午後は、サテライトにて里山文化グループの協力によ

り、里のくらし・歴史・文化の話を聞きました。また自

然調査グループの協力により、サテライトから駐車場

までの間の自然観察を行ないました。参加者は大変勉

強になったと思います。両グループの協力が得られる

なら今後も続けていきたいと思います。 

第６回９月 27日、参加人数 48名・18家族、スタッ

フ 13名。サツマイモの収穫・ニンジン畑の草取り及び

間引き。野菜の収穫。５月 24日に苗の植付けしたサツ

マイモの収穫をしました。ツルを堀り起こし、大きな

サツマイモが顔を出すたびに歓声があがり楽しい時を

過ごしました。 

第７回 10月４日、参加人数 49名・18家族、スタッ

フ 19名。稲刈り・はざ掛け。柿・野菜の収穫。秋の大

きなイベントでもある稲刈りです。稲刈り・はざ掛け

した田は、下田と弘法堂前の下の田でウルチ米です。

参加者全員の頑張りにより、予定していた全部の稲刈

り・はざ掛けを行うことができました。下田の一番小

さな田は子どもたちだけで稲刈りをしました。また「里

山コミュニティ 海上の森」の資料記録事業として稲刈

りの様子を撮影しました。これからも稲の脱穀・ホダ

木づくり・燻炭づくり等作業はいっぱいあります。ス

タッフ全員で頑張りますので、多くの人が参加される

ようお願いします。 （グループリーダー 原田 幹雄） 

 

森づくりグループ・森林（もり）づくり 

９月より「森林・山村多面的機能発揮対策事業」の作

業を本格的に開始しました。1.7ha地域の１・２ゾーン

の雑木刈りは 10/中に完了。７ゾーンは引き続き作業

中、順次３・４ゾーンに向かって進めます。これが終わ

り次第、竹林の作業（25年度完了済の 0.5haの再皆伐、

新規の 0.2ha 計 0.7ha の皆伐）を実施します。それと平

行して、ため池横を通る散策路の改修作業（約 300m、草

刈り、排水路のドロ、猪侵入防止用丸太の埋め込み、及び

砕石敷き等）を実施していきます。「企業連携」の活動に

は引き続き指導員を参加させ協同作業を行います。 

本年末迄、森の会では多くのイベントが開催されま

す。「海上の森のつどい」11/22（日）・23（月・祝）、正

月の準備 12/23（水・祝）等。各グループの皆様はグル

ープ内の活動及びこれらのイベントにも参加、見学さ

れるようお願いします。そして定例の協同作業にも多

数の方の参加を希望します。             

（グループリーダー 平野 幸治） 

木工芸教室  

 ７月、８月は夏休みを組み入れたため各 1 回の開催

にしましたが、９月から通常にもどし月３回(第２・４

曜、第３水曜)としました。暑さを心配していましたが、 
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幸い工作室は空調完備で快適そのもの、伸びやかに作

品製作に取り組めました。この教室では各自自由なテ

ーマでサラダボール、モーニングプレート、茶托、盛器

等に腕を振るってもらいますが、目標は“民芸の美”の

追求です。すなわち使える機能を有し、木の持つ質感

を生かし、単純な形の中にもキラリと光るアクセント

をいかに表現するかです。教室を始めてまだ 1 年半で

すが、既に目標に近づいている作品が現れ驚いていま

す。関心のある方は是非１Ｆの展示コーナーをご覧下

さい。   

 

 

 

 

 

      （グループリーダー 布目 勝） 

  

里山文化グループ・里のくらし 

 今年の夏は大変暑い海上の里でした。台風の成長の

仕方も異常でしたし、雨の降り方もゲリラ豪雨のよう

で、温暖化が進みつつあるためなのか。夜中だけ雨が

降って、朝晴れていることが多い気がしました。おか

げで田畑の水の心配はあまりなくてよかったです。 

９月の「里の月見」はお天気を大変心配しました。で

も準備の心配もありますので、小雨決行で実施。当日

は「森大学」の講義はサテライトであり、午後バッティ

ングしましたがなんとか迷惑にならないよう実施。月

見の方は本当に少しの雲の間から見ることができて参

加者から歓声があがっていました。秋の七草も「森セ

ンター」の庭でととのえ、「くず」「ききょう」はすでに

花が終わっていましたが、素敵なお花がはいりました。

飛び入りもあったりで、少人数でしたが、楽しいお月

見ができました。10月下旬から「収穫祭」の準備に入

ります。実り多い収穫祭にしたいと思います。ご協力

お願いします。 

 

 

 

お月見の料理 

（グループリーダー 出口 なほ子） 

サテライト維持管理 

 今夏中は庭の草取り、草刈りが続きました。雨が多

いためか草の伸びが早く、とりきれないのが現状です。

でも今年は事務局より新しい手軽な草刈り機を購入し

て頂き大活躍です。充電式なので、手軽にできて道路

際でも少々なら刈れるので、楽しく使用中です。いず

れにしても、スタッフの中で都合の悪い方が多く、他

のグループの方もサテライトを利用されることと思い

ますので、是非活動日にはご協力お願いします。この

夏特に感じたこと。サテライトの使用上のマナーが悪

いのに頭をいためているのは「テーブルでの食べかす」

「着衣に付いた土やゴミ」。汚れは外ではたいてきてい

ただけると後に来た人が気持ちよく利用して頂けると

思います。次に来る人のためにご協力お願いします。 

         （グループリーダー 出口 なほ子） 

 

 

 
学生発！海上の森 

環境デーなごやに参加してきました！ 
 
９月 19日に栄・久屋大通公園にて開催された環境系

イベントに名産大 ECO 部でブースを出展しました。自

分たちのブースでは、今年の８月に「第 12次名産大緑

の協力隊」で植林活動に行ったときの砂を利用した“砂

時計作り体験”と、海上の森の会から提供して頂いた

サクラの枝を利用した“鉛筆ストラップ”を作るワー

クショプを行いました。 

 
当日は、名古屋市が国内で２番目となるフェアトレ

ードタウンに選ばれ認定式が行われるなどして、会場

は多くの参加者で賑わっていました。その中でも、自

分たちのブースでは常に順番待ちの列ができるなど大

盛況でした。今回の環境系イベントを通じて自分たち

の活動を知ってもらうと同時に、海上の森についても

興味を持ってもらい、実際に足を運んでもらえたらう

れしいです。 

  
 

（名古屋産業大学 ECOサイクル部 鈴木克吉） 

サクラの枝で鉛筆 
ストラップづくり 

作業風景 
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海上の森の会 活動予定   2015年 11月～2016年１月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 グループ 

11 

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

企業連携 （トーマツ・伊藤園） 3（火・祝）,28（土） 9:00～ 入口駐車場 森づくり 

里づくり・耕地管理 4,11,18 各水曜, 28(土) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然環境調査 5,12,19,26 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) 7(土),10(火),21(土),24(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

里と森の教室 (サトイモとシイタケの収穫) 8（日） 9:00～15:00 入口駐車場 里づくり 

木工芸教室 (作品製作) ※あれば工具 15(日),18（水）,22（日） 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

◆海上の森のつどい 収穫感謝祭 

★定例活動日（兼） 
22（日）  9:30～15:00 里山サテライト 全グループ 

◆海上の森のつどい 里山体験学習 23（月・祝） 9:30～15:00 入口駐車場 全グループ 
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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 

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 

里と森の教室 (シイタケほだ木つくり) 13（日) 9:00～14:30 入口駐車場 里づくり 

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

四季のイベント・正月準備と大掃除 23(水・祝)  9:30～15:00 里山サテライト 里山文化 

★定例活動日（全体） 26(土)   10:00～ 里山サテライト 全員参加 

１ 

自然環境調査 7,14,21.28 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) 9(土),12(火),23(土),26(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

四季のイベント・正月行事とどんど焼き 9(土)  10:00～14:30 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 10(日), 20(水),24(日) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

里づくり・耕地管理 13,20 各水曜, 30(土) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★定例活動日（全体） 30 (土) 10:00～ 里山サテライト 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！）。詳細はお問い合わせください。

 
フリーコーナー 私もひとこと・・・・・・・・・・・・・・・・・                                

  日本のブナ原生林を求めて白神山系、十和田湖周辺、八幡平、新潟・長野など

時々旅をする。いつもそこではミズナラ・トチノキ・カツラなどの巨木と混在した見ごた

えのある自然の森と豊富な湧水に魅せられる。そのブナを見ると、一般に木の無

「橅」と書き、役に立たない樹という意味になる。江戸時代に

は用材としての利用価値が少ないと伐採され、優木へ植え

換えされたところもあったという。一方で欧米での語源を見る

とアングロサクソン語 Boc で、英語の Book（書物）にあたり、

昔はブナの木に文字を書きつけ、実からの油を利用するな

ど大切な樹で日本とは違ったようである。しかし現在の日本

のブナ林は、地球環境にとってなくてはならない森林になり、

白神山系は世界自然遺産にもなっている。歴史文化にブナ

も影響された被害者だったかもしれない。歴史文化や文明を

超えた自然の叡智とは・・・ とつい考えさせられる。  

 （森づくりグループ 大澤 秀文）                   

 

               

 

活動申込み、ご意見・お問合わせ、

ご入会申込みはこちらへ     

 

特定非営利活動法人 海上の森の会                       
理事長 浦井 巧 

事務所：〒489-0857 

愛知県瀬戸市吉野町 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 

Home Page 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」 
 

㉙昭和 30年代までの海上の森との共生 

―田中清春さんに聞く 

 清春さんの父鉄一さんは海上の鈴木本家から旧藤

岡村折平の田中家に養子として出ましたが、昭和 13

年に再び海上に戻ります。本家の東の旧鈴木勝太郎

家（父鉄一の兄・明治 41年築）で、長男清春さんが

小学校１年生の９月でした。父は農業のかたわら県

有林の仕事にも従事しました。 

 田中家はおよそ５反の田（カクリヤ３反、下田１

反、ウルメキなど１反）を耕作しましたが、山林を

所有せず、燃料は県有林からもらいました。通学し

ながら、弟妹の世話や農業の手伝いもしました。当

時海上からは十数人が小学校に通いましたが、屋戸

の子たちから「海上のウサギ何食って肥えた、木食

って肥えた」とからかわれ、石を投げてよくけんか

したということです。 

 
田中清春さんと海上の屋敷（平成 27年９月） 

 清春さんは学校を卒業すると、すぐに今村の伊藤

定吉という大工に弟子入りし、その後農業との兼業

で瀬戸の民間会社に勤め、昭和 36年に上水野の雪江

さんと結婚、同 43年から瀬戸市役所水道課に就職、

定年まで勤めました。 

山仕事 

 海上の森はむかしの御料林の流れを汲んだ県有林

がその中心になっています。大正・昭和初期と戦後

の一時期に大規模な植林が実施されます。裸山の復

旧には斜面を段切りして法面にヤシャノキ（ヤシャ

ブシ）を、平坦面にはクロマツを植林しました。植

林と雑木の伐採などには地元の人もかかわり、これ

を「山仕事」と呼び、貴重な現金収入源でした。 

 昭和 10年頃と 23年頃には冬季３か月間飛騨方面

から木樵集団が雇われてやってきました。この人た

ちをヒダコ（飛騨子）といっていました。家でも幡

山村長から依頼されて、昭和 23年に母屋の東に外屋

を増築し、ヒダコ数人を寄宿させました。土間にイ

ロリを掘り、煮炊きし、風呂の水は前の小川から汲

むのが子どもの仕事でした。運材には戦前はキンマ

が使用され、戦後は物見山から道路まで滑車で下ろ

した時期もありました。県有林の山回り役を「山巡

査」と呼び、カクリヤには常駐小屋もありました。 

森の利用 

 海上の里山は生活資源の供給源でもありました。

ゴ（松の落ち葉）やモヤ（枝葉）は焚き付け燃料に、

ナル（やや太い枝部分）やセンバ（割木）は窯屋の

燃料木に伐り出されました。昭和 30年代半ば以降の

エネルギー転換で薪炭需要は減ってしまいました。 

 民家周辺には竹林が多く、ヤマトダケ（大和竹）

は野菜作りの手や棚に、マダケ（真竹）は建築材用

に使用され、業者が牛車で購入にやってきました。

もともと海上にはモウソウ（孟宗竹）はありません

でしたが、昭和初期に鈴木良三郎さんが初めて植え

ました。「七日サン」（念仏講）で筍飯を出したら、

「これは美味しい」とみんなの屋敷に広がりました。 

山の食材 

 田中さんの屋敷には海上特産のフジガキや干し柿

になるシモグロが植えられています。上手の旧鈴木

保親さん宅には珍しいアカヅガキ（赤津柿）も見ら

れます。 

 秋の彼岸の頃になると、山にはまずハマツが出、

その後にマッタケやハッタケが出ます。痩せた木の

根元に出るキノコはロージです。センボンシメジ、

ネズミソナ、クリタケ、アオハチなどもあり、みな

食用になりました。     

 

（里山文化グループ 山川 一年・大谷 敏和） 



 

 

 
                                     

秋 の 草 花  

彼岸が過ぎ、日が短くなる頃、森や畦道には色々な秋の草花が咲き始めます。冬が来る前に実を付け種を作

ります。そのため花期が短いので見逃しがちです。清々しい季節の森をじっくり観察しながら歩きましょう。  

   

 １：アケボノソウ        ２：オケラ          ３：アキチョウジ 

① アケボノソウ(リンドウ科) 高さ 50～80cmになる２年草。10月上旬頃より咲き出します。林道の奥に群生

地があります。５枚の花弁には２個の黄緑色の蜜腺があり蟻が蜜を吸いに来ています。 

② オケラ（キク科） 高さ 30～60cmの落葉性多年草。花は白又は淡紅色で 10月中～下旬頃、四ッ沢などで

見られます。頭花の付け根には、魚の骨のような形をした苞（ほう）が２列に並んでいます。 

③ アキチョウジ（シソ科） 高さ 40～60cmの多年草。９月中旬頃より少し日陰の林道などで咲き始めます。 

濃い紫色の花は高貴な感じがします。蝶では届かない長い花にホシホウジャクが来ています。 

   

４：ツルニンジン          ５：ヤクシソウ          ６：センブリ 

④ ツルニンジン（キキョウ科） つる性の多年草。四ッ沢へ向かう道筋など林縁で見かけます。茎はつる状

に２～３mに伸びます。９月中旬頃より、直径３cm程の白緑色の釣鐘状の花を咲かせます。 

⑤ ヤクシソウ（キク科） 高さ 40～60cmの２年草。９～10月頃に林縁の日当たりの良い土手などで黄色い

花を咲かせます。葉や茎を傷つけると、非常に苦い白い乳液がでます。 

⑥ センブリ（リンドウ科） 高さ 20cm程の２年草。10月中旬頃より少し乾いた土手などに白い星型の花を

咲かせます。千回煎じても苦味があると言われ、古くより健胃薬として使われてきました。 
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平成 27年 10月 31日 

海上の森の会 会員皆さま 

NPO法人海上の森の会 

理事長 浦井 巧 

海上の森だより第 38号の発行について 

 日頃、会員の皆様には NPO法人海上の森の会の事業並びに行事に

ご協力頂き有難う御座います。 

 海上の森だより第 38号が完成しましたので、お届け致します。 

第 38号は経費削減のため、8ページに圧縮して編集しました。 

「海上の森との係わり」を特集しましたのでご覧下さい。 

会報の編集について、ご意見ご希望が御座いましたら、編集委員会

（会報発行グループ）までご連絡下さい。 

海上の森の会のメイン事業として、「海上の森のつどい」を 11月

22日（日）と 23日（月）の 2日間開催しますので、是非ご参加下

さい。 

また、「定例活動日」を毎月第 4土曜日に設定して、会員参加による

活動を実施していますので、皆さまのご参加をお待ちしています。

今後とも、会員皆さまのご協力を下さいますよう、お願い致します。 


