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第３９号
２０１６年１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） 

「海上の森検定」を学びとつながりのツールに 

2016年申年の初詣に大垣市金生山明輪寺（虚空蔵さ 

ん）へ行きました。濃尾平野を一望する標高 217ｍの

山頂ではロウバイがほぼ満開、もうびっくりぽんです。

どこも本当に暖かい正月でした。また近所の神社でお

みくじを引いたところ、くじ番が1番で「大吉」！今

年はいいことがありそうです。海上の森の会の活動も

幸先の良いスタートをきって、みなさんと力を合わせ

て良い年にしていきましょう！ 

さて、いよいよ予告していました「海上の森検定」

が始まります。合言葉は、【学びとつながり ～これで

あなたも海上のプロフェッショナルだ～】です。 

 愛知万博から 10 年、その年に生まれた人がもう 10

歳、一昔前のことなので海上の森がどんなところか知

らない人も増えてきました。会では、年間を通して参

加体験プログラムなどにより、海上の森を知ってもら

い、理解を深めてもらう取り組みを進めておりますが、

参加人数も限られています。そこで多くの人が気楽に

参加でき、海上の森を広く知ることのできる一つの手

段として「海上の森検定」を実施することとしました。 

 海上の森の自然や動植物、歴史文化、万博関連など

から、この森をより深く理解してもらえるような問題

を会員の方から出してもらい、それらを厳選し、検定

づくりに取りかかりました。その過程で会員でも知ら

ないことが多くあり、互いの勉強にもなりました。 

「これは、まず会員から学ばないといけないね」と

の声もあり、この検定を通して自ら学び、そして多く

の人とのつながりを広めることをねらいにしたいと考

えます。さらには会員の新たな確保につなげていけれ

ばと願っています。 

「海上」と書いて何と読むか？といった初級編から 

中級編、上級編までを用意しています。この段階を進

めることで多くの方に海上のプロフェッショナルを目

指して欲しいと思います。 

 まずは会員で腕試ししてみましょう。海上を学び、

再確認し、さらにそれを伝えていくためにきっと役立 

つと思います。２月には検定としての体裁を整えスタ

ートします。これからの10年を見据えて、まずは足元

から見つめ直すことから始めましょう。 

（理事長 浦井 巧）
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☀農を通し、海上の里に人と自然がつながる「種」を蒔こう。里づくりグループ                              

有機農業と海上の自然が子どもたちの「食育」に 

 岡田 伸樹 

我々里づくりグループの主な活動として「里と森

の教室」があります。これは約 60名の一般参加者に

年10回、野菜作りや米作りの農業体験をしてもらう

ものです。この教室で実施している農法の特徴を少

し説明させていただこうと思います。 

農業と言っても、いろいろな農法があり、大きくは

慣行農法と有機農法に分けられます。前者は化学肥

料や農薬を使用した一般的な農法です。現在スーパ

ー等に並んでいる野菜や米の 99％以上がこの慣行農

法によるものです。一方後者は、化学肥料や農薬は使

用せず、肥料は米ぬかや菜種油カス等食料生産時に

出る残渣、畜産で出る鶏糞や牛糞等を使用した持続

可能な循環型農法です。ただこの農法は大変手間が

かかります。雑草の処理や害虫駆除等人の手に頼る

ところが多く、日本では生産性重視の慣行農法が大

半を占めているのが現状です。 

「里と森の教室」では有機農法で行っています。開

催日には皆で雑草を抜いたり、手で害虫をつぶした

り、肥料になる鶏糞を撒いたり有機農法の基本的作

業をしています。そうしてできた野菜は虫食いがあ

ったり、形が悪かったりするものもありますが、安全

安心な野菜として、試食という形でみなさんに持ち

帰ってもらっています。 

また、他地域で多く開催されている、“芋ほり”と

か“田植え”等の単発的な体験教室とは違い、ここで

はサツマイモ、サトイモ、ジャガイモの主な芋類、ナ

ス、ピーマン等の夏野菜、タマネギ、エンドウ等の冬

をまたぐものなど10種類以上の野菜を栽培していま

す。植え付け、種まきから肥料やり、途中の草取り、

そして収穫といろいろな作業を体験してもらいます。

また田では手による田植え、次から次へと生えてく

る雑草（特にやっかいなヒエ）を田に入って手で抜き

取り、稲刈り、そして天日干しするハザ(稲架)掛けと

昔から伝わる伝統的な米作りをしています。他にソ

バも作っており、秋にはソバの花が畑一面に咲き、景

観上もいいものになっています。その頃はまた、柿の

収穫、シイタケ栽培と収穫といったさまざまな農業

体験があります。 

このように海上の有機農法による貴重な体験教室

である「里と森の教室」は、田畑が自然豊かな里にあ

ることも参加者にとってすばらしい体験になってい

ると思います。子どもたちの参加も多く、一緒に種ま

きから育てた野菜を収穫するときの目の輝きを見て

いると、この上ない食育になっていると確信します。 

これからも多くの子どもたちや農業経験のない若

いお父さん、お母さんの参加を心待ちにしています。

また定年後や第２の人生は家庭菜園を楽しみたい方、

本格的に農業をやってみたいという方も大歓迎です。 

最後に私の海上とのかかわりを少し書いてみます。

８年ほど前海上の森を歩いた帰り、サテライトにあ

った「里の教室」のパンフレットを見て、すぐに申し

込みました。定年を間近にして、定年後はこの様な自

然豊かなところで野菜作りができたらいいなと思っ

ていました。教室に参加することにより、ますます農

業への関心が深まり、定年になるとすぐに豊田市が

開催している農業研修に２年間通いました。修了後、

研修所の斡旋で、豊田市旧下山村の私の望む中山間

地で農地を借り、年間20種類以上の無農薬・有機栽

培の野菜を産直売り場等に出荷しています。今年で

５年目になりますが、まだまだ失敗も多く、今後も体

力の続くかぎり修練して行くつもりです。自分の畑

も忙しいですが、海上は私の農業の原点ですので、こ

れからも海上の活動にはかかわり、少しでも私の経

験を皆様に伝えていければと思っています。 

参加者、スタッフと楽しく活動の輪を広げたい 

グループリーダー 原田 幹雄 

 「里と森の教室」は愛知県の委託事業として行われ、

今年で12年目になります。50名の定員のところ、190

名に上る応募があり、大変人気です。 

今年も最終回にアンケートを行いました。感想は

とても良好で、回答された方全員が、また参加したい、

とても良かったと答えてくれています。さらに会の

他の活動や海上の森の行事への参加にも関心が高い

方もたくさんみえます。 

現に自然調査、里山文化のグループの協力を得て

合同で行った教室は子どもたちにも好評で、これか

らも他のグループと連携しながら、会全体としても

受け皿を多くつくることができればと思います。こ

れも里づくりのスタッフの方々が日々努力して教室

の運営、グループの活動に取り組んでいただいてい

るおかげと感謝しています。 

今後もそんな「仲間」とともに元気に楽しく海上の 
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森ならではの農作業ができるよう努力していきたい

と思います。スタッフも大募集。特に、女性の方、若

い方にもぜひ、スタッフとして関わっていただける

ことを願っています。   

農作業が好き！海上が好き！子どもも仲間も好き！ 

里と森の教室を支える“仲間たち”（取材した方々） 

水野 和夫 農歴、定年から６年。先輩に海上の土地

を借りて畑を始めたが４年前から里づくりグループ

へ。元々山が好きだった。気ままにやるのが楽しい。 

夫馬 賢治 ３年間「孫２人と家内と一緒に」教室に

参加。H27からスタッフとして活動。地元（岩倉）で

も畑をやっているが、時間をかけて来てでも、ここで

しかできないことをこれからもやっていきたい。 

堀 圭子 愛知万博を機に海上の森の会発足と同時

に入会した。ため池プロジェクトから会の活動に関

わるようになり以後里づくりグループに所属。もっ

と教室や作業を現地でアピールしてはどうか。 

森 幸代 会の発足時から里づくりの活動に関わり、

現在は森づくりにも所属。元々農家、土いじりが好き。

ここに来ると野菜の成長の全てが見られていろんな

発見がある。楽しかったらこれからも続くと思う。 

中 喜久雄 地域の活動のひとつとして海上にも関

わり、当初は間伐で里づくりへは H14から。地元の人

や来訪者の方に声をかけ、活動に誘っている。教室の

一般参加者が抽選にもれたら、サブスタッフとして 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関わってもらうなどリピーターづくりをしてはどう

か。これからも「楽しい」を大事に活動を続けたい。 

近藤 さよ子 海上へは最初、散策、竹炭体験に訪れ

た。中さんに声をかけられて里づくりへ。無農薬、無

添加など安全な食に関心を持つようになったのが農

作業のきっかけ。子どもたちに自然のものはおいし

い、と教えていきたい。のびのび楽しく活動できるこ

とが一番。海上でもらう感動と好奇心が元気の素。 

後藤 丈太郎 会の鈴木さんに声をかけられて1年目。

農作業が楽しい。健康のためにも頑張りたい。 

長谷川正明 家庭菜園はやっていた。元々会では案

内巡視の活動をしていたが、里づくりに入り２年目。

いい仲間ができて良かった。 

浅井 護 定年後貸農園でやっていた。H16 から里と

森の教室に参加。抽選で外れた年、『直訴』してスタ

ッフになった。子ども時代疎開先の知多で畑を手伝

っていた。海上の里は懐かしい風景。これからも教室

を魅力的にしていきたい。 

中川 正男 農業は 15､6 年前から。最初から里と森

の教室のスタッフとして活動。海上の森は自分の田

舎（石川県）に近い風景。この教室に参加する子供た

ちの親御さんは農への関心が高い。そのお手伝いを

することが役目だと思う。作物を育て収穫する喜び

を味わって欲しい。この土地でしかできないこと、海

上の人たちといかにうまくやっていくかが課題。 

（取材 浦井道子） 
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☆「海上の森のつどい」が開催されました！  

本事業は愛知県の「あいち森と緑づくり環境活動・学

習推進事業」の助成金によるもので、11月 22日(日)と

23日(月)の２日間開催されました。 

 22日の「里山を考える集い」では、来賓に園原愛知県

森林保全課長、水嶋あいち海上の森センター所長、特別

ゲストに堀田あけみさんをお迎えし、海上の森を守るこ

との大切さ、会への期待を熱く語っていただきました。

引き続き、浦井理事長による海上の森の歴史文化や里山

の講話がありました。その後行われた餅つき・焼き芋・

そば打ち、竹トンボづくりや鋸で木を輪切りする等の体

験コーナーには大勢が参加して好評でした。午後の「収

穫感謝祭」では、参加者216名がつきたての餅やしし鍋、

打ちたてのそばを賞味し午後２時に終了しました。 

23日午前中の「里山体験学習会」は、参加者28名が 

自然観察と里山の文化歴史学習、森と遊ぶ子ども体験、

間伐体験と木工竹細工の３コースに分かれて行われ、午

後はサテライトで海上の森のビデオ観賞、その後、交流

会を行い、午後２時に終了しました。 

（副理事長 似内 信彦） 

 

｜里山を考える集い 収穫感謝祭・裏方奮闘記 

22日、今年の収穫感謝祭は、例年になく多くの参加者

がありました。その準備作業は 11月 15日の竹食器づく

りから始まりました。まず太い竹の伐り口の縁を削り、

水洗いをして充分に汚れを落とした後、数日乾燥させて

鍋物用の器、ソバ用の皿、箸などの竹食器を30セット完

成させました。心をこめて作った食器は、収穫感謝祭当

日販売し事業費の一部に充てることができました。 

19日は食材の調整作業を行いました。里づくりグルー

プの皆さんと、朝から海上川で長靴の中まで水が入って

冷たい中、里芋・さつま芋を洗い、皮をむいて大鍋一杯

分を用意しました。午後は 100 ㎏のもち米を森センター

で洗米し、サテライトに運びました。水に浸かったもち

米は大変重く私たちにとっては重労働でした。うす暗く

なった頃やっと作業は終了しました。 

  

調理にいそしむ裏方さん             感謝の会食 

収穫感謝祭当日は、「共に収穫に感謝し一緒に作業をし

て一日を過ごす」ということが事前にＰＲしてあったの

ですが、一緒に汗を流すというよりは「参加費を払って

美味しいお餅や鍋物、ソバ等を食べ、お土産を貰って帰

る」という思いの方も目立ち、気になりました。 

「楽しい一日だったので来年は入会して一緒にやって

いこう」といってくれることが私たち裏方の切なる願い

ですが、「こんな大変なことはできない」という声も聞こ

えてきました。大型企画を進めるにはどうしたらよいの

かということが今後の課題として残りました。 

里のくらしグループもご多分にもれず高齢化が進みメ

ンバーも減って、大きな行事に対応することが難しくな

ってきました。これからは会員の皆さんが積極的に作業

に参加して頂き、皆がゆっくり楽しむことのできる行事

にしたいものです。近年、「里山を楽しむための会ではな

く、行事に追いまくられている会」と感じているのは私

だけでしょうか。 （里のくらしグループ 藤野 悦子） 

 

｜里山体験学習会 ①自然観察・里山の文化歴史学習 

23 日、県内において極めて生物の多様な海上の森の自

然に触れ、また、海上の里で育まれた文化と現在に至るま

での歴史を学んでいただくために、スタッフ３名により参

加者５名にて行いました。すっかり黄葉した森に囲まれた

駐車場を出発し、来春咲かせる準備すでに整ったアセビの

花芽に感心し、海上の黄葉を代表するタカノツメの落ち葉

の甘い匂いに驚きながら四つ沢へと進みました。四つ沢か

ら南の尾根道をたどって三角点近くにある古墳を訪れ、円

墳の形や石室の構造などを学びました。尾根の高みにある

三角点に上り、かつて禿山となった山が年月を経て森とな

った様子を上から観察しました。最後に三角点を下って鎌

倉時代の古窯に至り、半地下式の窖窯（あながま）の跡を

見学し、海上の森の自然と文化の一端に触れてもらいまし

た。       （自然調査グループ 石川 明博） 

  

体験学習会集合！          尾根道の自然観察 

②海上の森の中の子ども自然あそび体験  

23 日、海上の森の中で子ども自然あそびを体験しまし

た。子どもたちには自然の中でいろいろと挑戦してもらい

ました。まず、駐車場からは少し険しい冒険コース（海上

砂防池側道）に挑戦です。途中ウラジロトンネルや根っこ
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階段を通り抜けて、森っ子クラブ「あそび村」に到着しま

した。そこでは難しいなわ橋と二段ロープの完走です。こ

のバランスあそびは裏山フィールドにいく通過ポイント、

みんな無事通過して早速裏山の大木カシノキの３ｍツリ

ーハウス・ひみつ基地を冒険しながら、森の奥で 50ｍ目

かくし探検に挑戦しました。最後にほっとしたところでウ

ラジロヒコーキ飛ばしあそびをして終了しました。 

お母さんたちも「すぐに休む子がず
・

～
・

と
・

先頭行く??」

「虫を平気で触っている??」と大喜びでした。子どもた

ちの挑戦する勇気は自然体験から生まれてくるねと実感

していました。  （森づくりグループ 大澤 秀文） 

  

なわ橋渡りは難しい           ツリーハウスに挑戦 

 

③間伐体験と木工竹細工  

23日、子ども３人を含む８人と、里山サテライト裏の

人工林で間伐体験教室を開きました。腰にノコギリを縛

り、頭にヘルメットを着けると子供たちはうれしさでハ

シャギまわり、その様子が印象的でした。森の中での作

業は危険がいっぱいなので注意をよく守るように説明し、

ヒノキの間伐に取りかかりました。慣れない手つきでノ

コギリを引くも、なかなか思うようにははかどらず交代

を何度も繰り返し、最後は大人たちのロープ引きで目出

度く伐倒。ウナリをあげて倒れる様子には息をのみ拍手

が上りました。枝切にも興味を示し群がる様子がほほえ

ましい光景となりました。２本伐ったところで時間とな

り終了としましたが、子供たちはもっと伐りたいと残念

がっていました。ハシゴに登りロープ掛けしたフランス

人の青年は「とても怖かったが新鮮な体験だった」と喜

んでいました。 

おみやげとして竹細工のひしゃく・しゃもじ、間伐し

たヒノキを玉伐りしたコースターを作ってもらい、散会

しました。     （森づくりグループ 布目 勝） 

  

     竹細工のしゃもじ作り    完成したヒノキのコースター     

｜「海上の森のつどい」アンケートの集計結果   

22日の「里山を考える集い」参加者216名中回答者は

113名。楽しかったことでは、餅つき79名、焼き芋70

名、食づくり体験64名がベスト３、ついで蕎麦づくり28

名、丸太伐り12名、竹トンボづくり６名、その他13名

となりました。海上の森の会への参加では、入会する7

名、入会を考える58名、考えていない92名でした。森

の会に期待することでは、自然を生かした夜の動物観察

会など体験イベント、山歩きの案内、里山の風景を残し

て欲しい、子供が参加できる伝統行事、森の幼稚園・子

どもが森で遊ぶ機会をつくって欲しいなどの要望があり、

ほかに、参加証にあるものが食べられなかった・担当者

の説明が悪い・段取りが悪いという苦言も６名から寄せ

られました。 

23 日の「里山体験学習会」参加者 28名中回答者は 15

名。楽しかったことでは、自然観察６名、間伐体験３名、

あそび村体験３名、竹工作２名でした。海上の森の会へ

の参加では、入会する１名、入会を考える７名、考えて

いない５名となりました。森の会に期待することでは、

川遊び・山登り、間伐体験、田んぼづくり、自然観察、

四季を通した子供向け体験コース、篠田池・物見山コー

スの散策等がありました。 （副理事長 似内 信彦） 

 

☆放送大学「海上の森における学習会」  

11月 15日(日)、放送大学愛知学習センターによる「里

山の森の役割とその機能を発揮させる森林整備作業の体

験」学習会が海上の森で実施されました。海上の森の会

からは会員で森林インストラクターでもある大澤秀文氏

が講師となり、14名の参加者が皆さん大変熱心に取り組

まれ、また楽しんでいました。 

里山サテライトで「海上の森の地質と植生、里山の特

徴」「人工林の間伐のすすめ方と安全作業」などの座学が

行われた後、作業の身支度を整え、森の中へ入りました。

まずチェーンソーによるヒノキ伐倒のデモンストレーシ

ョンの迫力に驚き、そして自ら間伐を体験して、その大

変さや必要性を実感していただきました。多くの参加者

が「大変だったが、楽しかった」という感想を寄せてく

れました。         （事務局長 原 秀男） 

  

                   座学               間伐体験    
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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                                 

10、11月と今年の秋は暖かく、コナラ、アベマキ

など落葉樹の黄葉・紅葉は例年ほどの美しさがあり

ませんでした。冬鳥の到来も遅れている模様で、カ

ケス、ウソの鳴き声もあまり聞こえません。 

自然調査グループでは依頼を受けて案内すること

も行っています。万博候補地の頃から「海上の森」

が知れ渡っているせいか、いろいろな団体、グルー

プから案内の依頼が来ます。今年も 10月 22日南山

小学校の２年生約 90 人の児童を案内しました。校

外学習として海上の森で自然を楽しみながらの学習

で、いつも素朴なまた我々が気づかない質問もあり、

答えるのに戸惑うこともあります。 

27年から始めた自然ウォッチングはその都度、見

頃のコースを案内するので人気が出てきて、一般の

人に知られるようになってきました。27 年度は 11

月で終わりましたが、28年度も４月第１日曜日から

行います。海上の森の自然だけでなく、森全域の山

道を知ることにも役立ちますので、海上の森の会の

皆様も参加されることをお薦めします。 

（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 

12 月 13 日「里と森の教室号」は、無事に港に着

きました。これも、事務局・各グループ・地元の人

の協力と、里づくりスタッフの頑張りによるものと

思います。改めて感謝致します。 

今年の延べ参加者数は 414名・169家族でした。 

第８回 10月 18日、参加者数 28名・13家族、ス

タッフ 15 名。午前中は稲の脱穀・藁づくり。10 月

４日に刈り取り稲架掛けした稲を脱穀機にて脱穀。

７畝の田はコンバインを使用。 

午後は自然調査グループの協力により里山探索。 

第９回 11月８日、 参加者数 27名・12家族、ス

タッフ 13名。里芋掘り・タマネギの植え付け。小雨

の中での作業。ＮＨＫの取材・撮影がありました。 

第 10回 12月 13日、

参加者数 39 名・16 家

族、スタッフ 17名。燻

炭作り・ホダ木作り・

落ち葉かき。燻炭作り

の際に焼き芋を作り全

員でいただきました。         里芋掘り 

     （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 

引き続き「森林・山村多面的機能発揮対策事業」

の作業を実施しています。12月末迄の進抄状況は次

の通りです。 

1.里山林保全タイプ（間伐済林の雑木刈り等）１・

２・７ゾーン（約 0.5ha）は 11月末に完了。残りは

３月末完了予定です。 

2.里山林保全タイプ（侵入竹皆伐等）一昨年施工し

た地区の再度の皆伐は 11月に完了。新設の 0.2haは

12月より開始、１月完了予定です。 

3.森林機能タイプ（散策路：300ｍの補修等）森の会

全体作業として、11月よりの２日間で草刈り、溝掃

除（約 2/3）は完了。イノシシ侵入対策用溝掘、丸太

埋め込み、土盛、砕石敷き作業は約 10ｍ完了。残り

作業は侵入竹皆伐完了後、再度開始、２月中旬完了

予定です。 

どの作業もそれぞれの難しさはありますが、全員

ケガなく、期日までに完成させるよう気を引き締め

ていきます。  （グループリーダー 平野 幸治） 

 

森の教室「人工林の手入れ」 

11月の１日と 29日の２回、延べ 26名の参加者を

得て森の教室を実施しました。初日はグループメン

バーでもあり森林インストラクターの大澤秀文氏を

講師に森の成り立ち、手入れの必要性、間伐方法と

注意事項等の話があり、その後身支度を整えサテラ

イト裏のヒノキ林に向いました。最初の経験者によ

るデモンストレーションではヒノキの大木がウナリ

をあげて倒れる光景に緊張感が張り詰めました。慣

れない手つきのノコギリに苦戦、恐る恐る登るハシ

ゴ、全員で息を合わせロープを引っ張る掛り木の処

理等と盛り沢山の体験ができました。なかにはハシ

ゴの頂上で孫に自慢する写真を撮りまくる人が現れ

笑いを誘いました。 

２日目は間伐の後、その間伐材を利用したベンチ

作りに取り組みました。ヒノキの皮を竹ベラやドラ

イバーを使用して剝くと、白い美肌が現れ感嘆の声

が上がり夢中で楽しみま

した。里山サテライトで記

念撮影を行い閉会しまし

た。スタッフの皆様お疲れ

様でした。 

間伐材を利用したベンチ      

            （リーダー 布目 勝） 
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木工芸教室  

 時節はまさに芸術の秋、創作活動にも熱が入りま

した。作風を拝見すると各人の個性が色濃く現れ、

バラエティ豊かで話題が尽きず楽しい時間が流れま

した。また製作に要する時間にも大きなバラツキが

あり性格がよく現れます。ここではタップリと時間

をかけ“美”の追求を是としたいものです。 

ところで先日デパートで“銘木の板”のコーナー

に立ち寄りましたが値段を見てビックリ。これで中

皿の器を作るには 3～4 千円と高額予算が必要とな

り、木の価値の重みを再認識させられました。 

“海上の森”の木の恵みを無償で入手できるアリガ

タミをシッカリと受け

止め、これを可能にし

ていただいた海上の森

センターに改めて敬意

を表します。 

（リーダー 布目 勝） 

 

里山文化グループ・里のくらし 

 今年は秋とは名ばかりで温暖化が進んでいるので

しょうか、秋の取り入れも暑い日でした。11月 22日

の収穫祭に向け、竹食器づくりの準備に入りました。

暮れにかけて「里のくらし」グループの活動が続き、

12月23日の年末行事にはたくさんの参加者があり、

みんなで協力してサテライト内外をきれいにし、立

派な門松、鏡餅、オコズナ撒き等ができあがりまし

た。何年やっても感激します。集合写真を撮り、無

事終了しました。新年

も皆様の健康を願い、

楽しい活動を続けた

いと思います。           

（グループリーダー 

   出口 なほ子） 

               門松とオコズナ撒き 

サテライト管理 

 普段 10 月の初めに庭の草刈りをするだけでした

が今年は夏並みに月に 1回草刈りが必要でした。裏

庭は猪で掘り返され凸凹で水路は土が入り込み土出

しをしておかないと水の通りが悪く大変でした。 

サテライトの障子を全部張り替え部屋が明るくな

りました。年末の大掃除も夕方雨の予報でしたので

皆さん休みなく協力いただき、ありがとうございま

した。    （グループリーダー 出口 なほ子） 

学生発！海上の森 

収穫感謝祭に参加して 
 
11月 22日に行われた収穫感謝祭に、卒業研究のため

に初めて参加させていただきました。アンケートに回答

してくださった方々、そして何よりわたしの研究に協力

してくださっている会の方々に、ここで改めてお礼を申

し上げたいと思います。 

今「里山を活動フィールドにする市民団体の持続可能

性」というテーマで卒業研究を進めています。NPO団体

の活動を持続させることは、簡単なことではありません

が、そのような中でも活動を長く持続されている団体が

あることも事実です。そこで、「海上の森の会」と大阪

の「里山倶楽部」を取り上げ、比較検討をしながら、海

上の森での市民活動をいかにして続けていくかを考え

ていこうと思っています。 

活動を長く続け、大きくしていける団体は、主催者側

と参加者側、参加する親と子の間でのイベントに対する

イメージのギャップが小さいという仮説のもとにアン

ケート調査を行いました。下の図は今回得られた結果で

す。まだまだデータ不足ですので、これから１年をかけ

てしっかりとした調査をしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

（南山大学 ３年 立田 有希） 

農業体験

8%

植林

17%

炭焼き

0%

クラフト

23%
森林管理

8%

自然観察

22%

キャンプ

20%

農業体験

27%

植林

8%炭焼き

17%

クラフト

10%

森林管理

6%

自然観察

12%

キャンプ

18%

参加したいイベント 

上：子ども 下：大人 
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海上の森の会 活動予定    2016年 2～4月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 グループ 

 
 
 
 
 
２ 
 
 
 

自然環境調査 4,11,18,25 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) 6(土),9(火),20(土),23(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 14(日),17（水）,28（日） 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

農作業 17（水） 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★定例活動日（全体） 27（土）  10:00～15:00 里山サテライト 全グループ 

★海上の森検定スタート（全体） 27（土） スタッフ模試 ― 里山サテライト 特別チーム 

 
 
 
 
 
３ 
 

農作業 2(火),13(日),16(水),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 

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 

★海上の森ＤＶＤ発表会（全体）他 20(日) 10:00～13:00 
海上の森セン

ター研修室 
特別チーム 

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

４ 

森林
も り

づくり (間伐作業) 2(土),12(火),16(土),19(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

★四季のイベント・里のひな祭り 

おこしもんづくり 
3 (日)  10:00～14:30 里山サテライト 

里山文化 

全員参加 

自然ウォッチング ※どなたでも参加可 3 (日) 第 1 日曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

農作業 6,13,20 各水曜、30(土)  9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然観察調査 7,14,21.28 各木曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

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 

★定例活動日（全体） 23 (土) 10:00～15:00 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・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 友集い 知恵と汗出し 森づくり           

私は幼少時には虫や植物に魅せられ、森を見つけると心を躍らせ無心に遊ん

だものです。定年退職後は念願かない森とかかわる時間が充分に確保でき、気

持ちも若返ったと感じます。ここでの新しい発見はすばらしい仲間との交流で

す。森で汗を流すことを苦にせず一途に森林美化に取り組む人の姿は実にすが

すがしい。明るく美しくなった森での昼食談笑は正に生き甲斐を感じるひと時

です。こうした楽しみをもっと多くの人に知って頂き共有できたらと願ってい

ます。また一般市民の方々には私共の足跡を見ていただき、“森は手入れして

美しくなり、明るく輝く”と、その良き理解者になって頂きたく念じています。

時に木を伐ることへの批判を頂くこともありますが、一人ひとりが森のありか

たに知恵を出そうではありませんか。余談になりますが、私は名古屋東山、相

生山の森づくり、さらに“木工芸教室”と交流の輪を広げています。   

  （森づくりグループ 布目 勝） 

 

 

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


 
 

冬 の 野 鳥    
 

    冬になると北の国や高い山から餌を求めて野鳥たちが平地に降りてきます。 

   葉が落ち、鳥の姿がよく見えます、双眼鏡を持ってじっくり観察しながら歩きましょう。 
 

   

１：ジョウビタキ        ２：ルリビタキ            ３：アオジ 
 

① ジョウビタキ(ツグミ科) 体長約 14cm。10月下旬頃、北の国から渡ってきます。渡ってきた当初は縄張り

宣言のためヒッヒッとよく鳴きます。翼に白い紋があり紋付鳥と呼ばれています。 

② ルリビタキ（ツグミ科）体長約 14cm。12月上旬頃、国内の高山より移動して来ます。ヒッ、ヒッと鳴く声

はジョウビタキに似ています。オスの羽は瑠璃色で非常に綺麗。冬鳥の中では一番の人気者です。 

③ アオジ（ホオジロ科）体長約 16cm。12月上旬頃、国内の高山より移動して来ます。四ッ沢などで地面の草

の実を拾っています。オスの腹部は黄緑色で綺麗です。夏、山で見事なさえずりが聞こえます。 

 

   

４：ウソ             ５：イカル         ６：ベニマシコ 
 

④ ウソ（アトリ科）体長約 16cm。12月下旬頃より国内の北の方又は北国より移動して来ます。フィ、フィと

口笛のような声で鳴く。サクラのつぼみが好物で他にウリカエデやヤマハゼの実も食べます。 

⑤ イカル(アトリ科)  体長約 23cm。 夏も少数いますが冬、数が増えます。駐車場のヌルデの実を食べに、

多い時は 30羽以上来る時があります。黄色い鮮やかな嘴
くちばし

をし、綺麗な声で囀
さえず

ります。 

⑥ ベニマシコ（アトリ科） 体長約 15cm。12月初旬頃、北の国から渡ってきます。駐車場付近の河原で草の

実を食べています。オスは赤く、目を見張りますが、メスが地味であまり目立ちません。 

 

№１５    

海上の森の動植物の 

生き字引 

山本 征弘 



「海上いま、むかし」 
 

㉚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３） 

山畑と果樹 

屋敷背後の山をセドヤマ（背戸山）といい、そこ

には果樹や桑、シイタケなどが栽培されていたので、

ヤマハタ（山畑）ともいいました。果樹のなかでも

柿は海上の名物で、秋にはフジガキ、シモグロ、ア

カヅガキなどがおいしい実を付けました。海上のフ

ジガキは百匁柿とも呼ばれ、昭和 30年代頃までは瀬

戸の町場へ持って行けば、いい値段で買ってくれま

した。今年は柿の成り年で、海上の里にフジガキや

シモグロがいっぱい実を付けました。 

おいしい柿が実るのに、どういうわけかイチジク、

ビワ、ザクロ、カリン、モモは海上になく、植えて

も、しとなりません（育ちません）でした。これら

の果樹は海上の風土に合わないようです。果樹では

ありませんが、ナンテンも育ちませんでした。ヤマ

モモには実の成る木、成らない木があったりします。

里山サテライトの北東にあるお薬師さんの山には実

の成らないヤマモモがあります。ヤマモモを植える

なら雌雄一対で植えよともいわれていました。 

山果と子どものおやつ 

山野にはアケビ、ヤマナシ、スイバ、ワンゴ（ツ

ツジ科ウスノキ）やズンボ（ウシノキンタマともい

いました）など実の成る木がいっぱいありました。

昭和 30年代の頃は、これらの実が子どものおやつ代

わりになりました。ワンゴの実は赤く、ズンボの実

は黒くて甘いです。 

山野の恵みと民間薬 

昭和 30年頃の海上では、家には越中富山の薬売り

が置いていった置き薬が常備されていました。しか

し、病気になっても置き薬を服用することはめった

になく、もっぱら治療には山野に生えている薬草や

薬効のある野生動物が使われました。 

湿ったところに生えているドクダミは、熱冷まし

によいといわれていました。ハッコリボウズ・ジジバ

バ（ラン科サイハイラン）が山の低いところに生え

ていました。根はラッキョウに似ていました。この

根を洗い、ガ－ゼに包んで、口の中で噛むとガーゼ

の隙間からゼリー状の液が出てきました。これを集

めて保存しておき、冬にアカギレができると、この

液を塗りました。アカギレにはよく効ききました。 

ぜんそくがひどいときは、フクロウかミミズクを

捕まえてきてホウロクに入れ、鍋蓋をして丸焼きに

しました。それを煎じて飲むと、ぜんそくによく効

くといわれていました。行なっていたのは、第二次

世界大戦以前のことです。 

昭和 30年代の頃、傷薬の代表といえば、マムシの

焼酎漬けでした。マムシを捕まえたら、水を入れた

瓶の中に 1週間ほど入れておきます。そうすればマ

ムシが老廃物を出し切るので、それを焼酎に漬けて

置きました。擦り傷をしたときにこれを塗れば、傷

痕が残りませんでした。 

長野県の岡谷から来て瀬戸でヤママワリ（盗伐な

どの監視）をしていた人が、マムシを高い値で引き

取ってくれました。これを名古屋の漢方薬の店に持

って行けば、その何倍にもなるといわれていました

が、確かなところは分かりませんでした。マムシの

焼酎漬けは今も作る人がいます。 

最近は身近にあった民間薬が忘れられ、薬といえ

ば置き薬か薬局で買った薬が常用されるようになり

ました。昭和 55年、近くに山口病院が開院してから

は、病院でもらう薬を飲むことが多くなりました。 

 山の木と用具 

カシの木は堅木なのに粘りがあり、少々力を加え

ても簡単には折れないので、備中鍬や平鍬、鉈の柄

に用いました。同様にキリは鋸、ヒイラギは掛矢、

ヒノキは穀物の脱粒具の柄に用いました。ヒノキ科

のネズは腐りにくく折れにくいので、耕作具の柄に

用いられ、アユ釣りのタモの柄にも使われました。 

フジ皮とワラで編んだ草履は熱に強いので、窯屋

に需要があり、窯職人が履きました。これを履けば、

まだ熱い窯の中に入っても大丈夫でした。                    

   

掛矢による杭打ち（ため池プロジェクト） 平成 22.年９月 

            （里山文化グループ 伊藤 良吉）   



平成 2８年 1月 28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 3９号の発行について 

 新年明けましておめでとうございます。 

今年も宜しくお願いします。 

 

昨年は、会員の皆様には「海上の森のつどい」を始め、海上の森の会の事業

並びに行事にご協力頂き、有難う御座いました。 

 

 海上の森だより第 39号が完成しましたので、お届け致します。 

本号は里づくりグループによる「海上の里に人と自然がつながる種を蒔こう」

を特集しましたので、ご覧下さい。 

 

会報の「フリーコーナー私もひとこと」欄の原稿（300字）を募集しています。 

事務局までメール・ファックス・郵送等で投稿お願いします。 

 

28年度会費振込取扱票及び「海上の森の会」スタッフ登録票を同封しました

ので、事務局まで振込及び返信下さいます様お願いします。 

 

海上の森の会の行事を下記により行いますので、ご案内します。 

〇海上の森検定模擬試験 2月 27日（土）定例活動終了後サテライトで実施 

〇「海上の一年」DVD完成発表会 3月 20日（日）海上の森センター研修室 

〇第 7回通常総会 5月 14日（土）海上の森センター研修室で開催 

会員皆さまのご参加をお願いします。 

 

今後とも、会員皆さまのご協力をお願い致します。 


