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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）。 
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９月17日(土)  四季のイベント里のお月見 16時～ 

10月30日(日)  人と自然の共生国際フォーラム 

協賛イベント（会場：海上の森センター駐車場）      

   詳細は８頁を参照、または事務局までお問い合わせください。 

第４1号 
2016 年７月発行 

海上の森の未来を想う。まず 10年先を見据えて 

節目の愛知万博10周年も終わり、今後の方向を確固た

るものとするための時期です。自然環境の保全とともに

生活や歴史文化と関連しているトータルとしての里山を

理解し、保全していくことが重要です。そのための人の

力を結集することが求められます。10年を見据えて、各

グループが連携を図り、参加者、地域・行政・学校・企

業など各方面との連携・交流を深めつつ、多くの人が関

わることで里山保全を実現していく、「海上の森 里山コ

ミュニティづくり」を進めていきたいと思います。 

このため、 

1.会員の想いを広く吸収し、コンセプトの共有を図る。 

2.会のあり方について常に検証し、方向性を探る。 

3.定例的な活動に新たな視点を加え、成果を広げる。 

4.さまざまな手法で会員のモチベーションを高める。 

5.会員相互の理解の促進と親交を図り、新規会員を募る。 

ことを目標に、当面の取組みとして、①「運営会議」を

設け、広くグループ員からの意見等を聞き、会の運営方

法や活動計画について協議する。②会の広報を多角的に

検討して充実を図り、新規会員を増やす。③「グループ

円卓会議」により、会員同士の意見交換や情報共有を進

めていく、こととします。 

 活動や会議への積極的な参加と、提言、意見をお待ち 

しています。        （理事長 浦井 巧） 

「海上の森保全活用計画 2025」の策定について  

海上の森センターでは、あいち海上の森条例に基づ

き、平成19年３月に策定した「海上の森保全活用計画」

に沿って、平成27年度を目標にこれまで保全と活用に

取組んできました。 

このたび新たに平成37年度を目標とする「海上の森

保全活用計画 2025」を今年の３月に策定しました。本

計画では、「つづける・つなげる・ひろげる～人と自然

が共生する社会の実現を目指して～」をコンセプトに、

以下のとおり将来を展望した取組を進めてまいります。 

１ 海上の森の保全・活用の継続（つづける） 

・多様な自然環境の保全 

・人工林・広葉樹林の整備 

・伐採木の有効活用 

・農地の整備による里山環境の維持 

２ 次世代へ向けた人材の育成（つなげる） 

・「あいち海上の森大学」修了生等の活躍する体験学習

等の実施 

・森林・里山整備の指導者育成 

・団体等が活動発表できるセミナー等の開催 

３ 多様な主体との協働（ひろげる） 

 ・海上の森の会との協働体制の促進 

・地域や教育機関・企業等多様な主体の参画の促進 

海上の森の会とは、引き続き良きパートナーとして、

協働体制づくりに一層取組むこととしています。 

「海上の森保全活用計画2025」は、センター事務室、

海上の森の会事務室のほか、インターネットでも閲覧で

きます。 （あいち海上の森センター 大村 宏） 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinrin/kaisho- 

keikaku2025.html  
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☆海上の森の会第７回通常総会が開催されました 

 ５月 14日（土）午前 10時からあいち海上の森センタ

ー研修室で会員総数 118名の過半数の 87名(うち表決委

任状 52名)が出席されました。 

平野幸治副理事長が開会を宣し、浦井巧理事長が平成

27 年度に行った愛知万博 10 周年記念里山体験型学習会

「海上のつどい」「夏休み子ども自然学校」「DVD海上の森

を将来につなぐの制作」「海上の森検定」「グループ円卓会

議」等について述べ、28 年度はオータケ記念自然環境保

護基金の助成事業として海上の水路系統図の作成と水車

復元の基本調査などに取組み、海上の森の未来に引き継

ぐ活動を展開していきたいので皆様のご協力をお願いし

ます、と挨拶しました。 

来賓の海上の森センター名誉センター長マリ クリス

ティーヌ氏、瀬戸市市民生活部長加藤晋治氏、海上の森セ

ンター所長小林敬氏が挨拶され、瀬戸市議会議長山田治

義氏と瀬戸市環境課長上田喜久氏が紹介されました。 

議長に石川明博さんを選任し、第１号議案平成 27年度

事業報告、第２号議案平成 27年度決算報告について理事

長、原秀男理事が報告し、山川一年監事が監査報告を行い

ました。質疑応答の後、第 1号議案及び第２号議案は賛成

多数で承認可決されました。 

次いで、第３号議案 28年度事業計画(案)について理事 

長が提案し、質疑応答を行いました。会員から里と森の教

室で収穫した農作物の分配方法について質問があり、理

事長は里と森の教室・里のスペシャリスト養成コース等

で収穫した農産物は全て海上の森センターに収穫量を報

告し、参加者等に配分すると回答しました。次に里のスペ

シャリスト養成コースの耕作地貸与は県との貸借契約に

より行うかとの質問があり、理事長は県との貸借契約は

行わず、会が受託している耕地管理の枠内で実施するも

のであると回答しました。オータケ基金で行う水路整備

は大がかりな工事になるので県事業として行うのかとの

質問があり、理事長は本川などの整備は県や市に依頼す

ることになるが、今回は田んぼへどのように水が流れて

いるかの水路調査を行い、水路整備計画を策定しますと

回答しました。第４号議案 28年度予算（案）について原

理事が提案し、質疑応答を行いました。当期正味財産増減

額が△50 万円となっているが、県受託事業費の減額が大

きな理由と思われるので、抜本的な解決策として均衡の

取れた収支内容にするためには活動費支給基準の減額な

どを検討すべきではないかとの質問があり、理事長は活

動費や会費などについて、今後検討したいと回答しまし

た。第３・４号議案は賛成多数で承認可決されました。第

５号議案 28年度役員の選任について理事長が事務局案を

提案し、賛成多数で承認可決されました。 

新役員は、浦井巧、似内信彦、平野幸治、原秀男、出 

口なほ子、原田幹雄、曽我部紀夫、石川明博の各理事と山

川一年、山田治義各監事の皆さんです。理事及び監事の皆

さんのご活躍を期待します。 

なお、「活動費支給基準」の改正について報告がありま

した。その後の理事会で、理事長に浦井巧、副理事長に平

野幸治、石川明博の皆さんが選任されました。 

        

総会風景 

(理事 似内 信彦) 

 

☆平成 28年度 事業予算と新体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収 入       円 

会費(想定会員 120名) 130,000 

助成金(林野庁他) 1,052,000 

事業収益(県他) 4,861,800 

その他 2,000 

計 6,045,800 

  

支 出       円 

調査学習 403,051 

自然環境調査 240,000 

海上の森ツアー 101,513 

耕地管理 1,008,984 

森と里の教室 1,879,297 

森づくり 160,000 

企業連携 255,143 

森教室 間伐 100,085 

サテライト管理 374,083 

里のくらし 287,144 

情報発信 60,000 

案内巡視 40,000 

森林山村多面的発揮 852,000 

オータケ基金 200,000 

管理部門 354,500 

計 6,315,800 

 

差 引 △270,000 
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☆あいち海上の森センター 新 顔
ニューフェイス

ご紹介！   

    

     

 

 

 

 

 

 

所長 小林 敬氏 平成 28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。海上の森の会の

会員の皆様には、日頃から当センターの取組に対しご理

解とご協力を頂いており、誠にありがとうございます。当

センターも平成 18年９月 25日のオープンから 10周年を

迎えることとなりました。 

今後の 10年間は、今までの愛知万博の理念を継承しな

がらも、新たな海上の森の保全・活用にしっかりと取り組

んでいく必要があります。そのためには、昨年度策定いた

しました「海上の森保全活用計画 2025」の各種取組を着

実に進めていくことが、当センターの大切な仕事と考え

ています。新しい保全活用計画のコンセプトは「つづけ

る・つなげる・ひろげる」です。これからも、海上の森の

会と共に森林・里山の保全活動をつづけ、次の世代を担う

人材に海上の森の魅力をつなげ、様々な人々や団体との

ネットワークをひろげていく所存です。 

所長代理 大村 宏氏 昨年 10月に異動してきてから、早

いもので９ヶ月が経過しました。海上の森で鳥や虫を見

たり、生きものの話などをしていると、子供の頃に虫を捕

まえたり、学生の頃野山を駆け巡っていたときの感動が

蘇ってきます。極力現場に出て、様々な課題に取り組んで

行きたいと思います。 

主任主査 林 幸一氏 主に人と自然の共生国際フォーラ

ムと企業様との連携事業を担当。前の職場は香嵐渓で有

名な足助にあり、森林整備を担当しておりました。菌類と

音楽に関心があり、気になった茸は調べて食べてみます。

音楽も茸も森も非常に複雑でありながら繊細で強い世界

がある。仕事に生かせたらと思います。 

主査 杉嵜 千恵氏 念願叶って海上の森で仕事ができる

ことになり嬉しく思っています。森や山と関わりを持つ

ような生活をするようになってしばらく経ちますが、時

代や地域によって捉え方が変化するのがとても興味深く、

まだまだ勉強が必要だと感じています。皆さまともたく

さんお話ししたいです。 

技師 河田 萌氏 小さな頃から自然の中で遊ぶのが好

きで、学生時代は沖縄で生物の勉強をしていました。

今でも双眼鏡を持って野外に出るとわくわくした気分

になります。海上の森の自然をはじめ、田畑、山仕事、

文化・風習など、自然に寄り添った人の営みについて

も理解を深め、その魅力をたくさんの人に伝えていき

たいと思っています。  

嘱託 中村 あづ紗氏 私は、将来地元の人と共に、地元の

自然を守り、人と自然のより良い関係を模索しながら、持

続可能な社会を築いていきたいという想いがあります。

その夢に向けてここ海上の森で皆さまのもとで学びなが

ら、しっかり経験を積んでいきたいです。 

 

☆新たに運営会議(参加自由)を発足しました 

第１回 ６月３日（金） 28年度事業実施について、各グ

ループからねらいや今年度の取組みなどについて報告が

ありました。28 年度オータケ基金事業の進め方（特に水

車の既存資料の存在）、広報活動では各グループから担当

を出すこと、などについて話しました。 

第２回 ７月２日（土） 広報活動について、共通認識を

深めるため議論しました。10 月 30 日の協賛イベントは、

餅つきといも煮（またはシシ）鍋などを行うことについて

意見交換。海上の里の水路系統図について、調査の進め方

を協議しました。７月 23日の定例活動日に第 1回目の調

査を実施しました。       （理事長 浦井 巧） 

前段左から  
大村宏氏 
小林敬氏 
林幸一氏 
後段左から 
河田萌氏 
杉嵜千恵氏 
中村あづ紗氏
氏 
 

グループ 
グループ      

リーダー 
リーダー 活    動 

自然調査 曽我部紀夫 

石川明博 自然環境調査･ウォッチング 

曽我部紀夫 海上の森ツアー 

青山邦彦 調査学習 

里づくり 原田幹雄 

阿部与佐雄 耕地管理 

中川正男 再生管理 

原田幹雄 里と森の教室 

森づくり 平野幸治 

平野幸治 森林（もり）づくり 

布目 勝 森の教室･木工芸教室 

大澤秀文 企業連携 

里山文化 出口なほ子 

山川一年 生活史調査 

出口なほ子 里のくらし 

鈴木正司 案内巡視 

出口なほ子 サテライト管理 

情報広報 似内信彦 

杉山良治 ＨＰ管理 

伊藤良吉 会報発行 

浦井 巧 広報 

○特別グループ        

森林山村多面的発揮グループ  平野幸治  里山整備等 

オータケ基金事業グループ 浦井 巧  水路・水車整備 
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「海上の森保全活用計画 2025」とともに 

    自然調査グループ 自然環境調査 曽我部行子 

 「人間」と「自然」                 

 自然保護をめぐっては、「人間」と「自然」という二項

対立で語られることが続いてきました。1990 年頃から、

二次的自然という人が関わることで成立する「里山」へ

の注目から少しずつ見直されたような気がします。海上

の森と万博問題はまさにそういう時代に合致していまし

た。 

 ラジオから雲仙岳災害の話しが聞こえてきました。人

は一様に「どうしてこんな危険なところに住んでいるの

ですか」と聞くそうです。雲仙から海外に出かけ、火山

国に暮らす人の話しを聞いたとき共感したのは、「確かに

噴火したら災厄を被るけれど、落ち着いている時の方が

長いし、その間は火山から豊かな恵みをもらっている。

もらっている恵みの方が多い」という言葉だったという

のです。言われてみたら確かに。福島も熊本も同様でし

ょう。災害を受ける地域は自然環境が豊かなのです。日

本列島は列島そのものがホットスポットだと言う人がい

るくらいですから、同時にまた災害列島でもあるという

ことになります。 

わたしたちは、海上の森という生物多様性豊かな里山

から恵みを受けています。では、今もその豊かさは安泰

なのでしょうか。一番変化したことは何なのかと思いめ

ぐらせました。 

 里山の指標種                    

 指標種とは、生態学的によく研究され、生息できる環

境条件が限られていることが判明している生物を指標生

物、もしくは環境指標種といいます。単に指標種とも言

います。里山環境を好む生きものが生息することは、里

山そのものが豊かであることを表すといえます。 

海上の森を守りたいという根拠にしばしば上げられ

るのは、シデコブシ・ギフチョウ・オオタカでした。そ

れは、絶滅を心配される種だからです。生物は、それぞ

れが生息環境に適応することで、多様な生態系が分化し、

繁栄してきました。特に生息できる環境が限られ、かつ、

環境の変化に敏感な性質を持つ種を選定し、その分布状

況等の調査をすることによって地域の環境を類推・評価

することができます。 

シデコブシは、海上の森に点在する湿地に沿って生き

ることで注目される種です。湿地には東海丘陵要素植物

群という貴重な種が生息しています。過去には燃料とし

て容赦なく刈られることで明るさが保たれ、また、崩壊

することで新たな湿地が生まれていました。森は暗くな

っています。シデコブシは、発芽のときに明るさが必要

な陽樹です。多治見では、皆伐して増やすことに成功し

ていて、海上の森でも早急に対策することが必要になっ

ています。 

 営巣しなくなったオオタカ              

 1989 年から通って、何度も見渡した海上の森上空で、

オオタカは、少なくない頻度で悠々と飛んでいました。

見上げた首が痛くなるほど勇姿に見とれていた時間でし

た。愛知万博の会場計画では開発と保護をめぐって県と

市民が対立していたとき、1999年 4月オオタカの営巣が

発見されて、大きく計画は変更されることになりました。

単に空を飛び回るということではなく営巣しているとい

うことが大きいポイントです。でも今、海上の森の空で

オオタカは滅多に目撃されず、営巣に至っては確認でき

ていません。全国の生息数は、1996年に少なくとも 1000

個体、2005 年には少なくとも 2000 個体前後とされ、個

体数推定の変化から、レッドリストの改定にあたり絶滅

危惧Ⅱ類から準絶滅危惧に変更されましたが、調査の進

展により新たな生息地が確認されたためであり、「絶滅

のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で

は「国内希少野生動植物種」に指定されています。  

食性は、主に鳥類を好んで狩り、なかでも一番良く食

べるのは中型のハト類で、近年ではカラス類を食べるこ

とも多く、ほかにはリスなどの小型哺乳類も餌となりま

す。オオタカのすむ林には、羽をむしった痕が残ってい

て、以前はカケスの綺麗な羽根を拾うこともありました。 

 目撃されなくなったギフチョウ            

ギフチョウは古くから日本列島に生息し、氷期・間氷

期による海進や海退にともなう大きな変動にも耐えてき

た種です。過去から現在まで広範囲に連なった生息域が

確保されてきた証ですが、今日、各地で多くの生息域を

失っており、個体群間の遺伝子交流阻害による種の衰退

が懸念されています。成虫は年１回、４月に発生するが、

正確な発生時期は各地で微妙に違って、主に幼虫の食餌

植物での発芽時期と密接に関係しています。成虫は主に

晴れた午前中に活動し、山頂部や稜線部で集合離散をく

り返しながら交尾・産卵を行います。海上の森では、三

角点と物見山頂上付近で必ず目撃されていました。 

ここ３年間は１頭ほどしか目撃証言がありません。ギ

フチョウは、海上の森で絶滅してしまったのでしょうか。 
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 オオタカとギフチョウ                

 どちらの生息環境も、平地から丘陵地の、森林と開放

地がモザイク状に存在する地域が主な生息場所となって

います。オオタカは、ほとんどの場合アカマツに営巣す

るようですが、 巣は直径約１ｍで数年使われることもあ

れば、一年で他へ移る場合もあり、巣は、地上から 10～

15ｍほどの高さにつくり、アカマツのほかには、スギや

モミなどにも巣をかけるようです。1990年以前、まだ森

の駐車場に解体屋があった頃です。その入口付近に民家

があって住んでいた人から聞きました。少年の頃、大き

な松が川の縁にあり、そこにはオオタカが巣をかけてい

て、松に登って卵を盗みにいったというのです。非難す

るより、それほどの場所だった証言として思い出します。 

 ギフチョウは手付かずの原生林ではなく、人間が利用

するために適度な下草が保たれる里山に多く、そのため

いわゆる保護区では、利用されなくなった落葉広葉樹林

の草刈りや枝打ち、落ち葉かきを行って、ギフチョウの

生息環境を維持しています。生息には集合離散できるよ

うな里山的環境が必要なのです。交尾後の♀は、カンア

オイ類の葉裏に数卵から十数卵まとめて産卵し、産卵さ

れた卵は約二週間でふ化し、葉裏で生活しながら５齢で

終齢幼虫となります。初夏には岩や木の幹,落ち葉下など

で蛹
さなぎ

となり、そのまま越冬します。 

 どちらの種も人が関わってできた多様な環境、平地、

丘陵地、森林、開放地がモザイク状に存在する地域が主

な生息場所となっているのです。環境の豊かさを保証す

る生物といえるでしょう。 

❤ 行動はミクロに、まなざしはマクロに         

 豊かな里山の指標種オオタカやギフチョウが見られな

くなった海上の森は変ってしまったのでしょうか。どん

な風に変わったのか、たいへん気になります。このまま

でいいのかと悩みます。海上の森で活動している人たち

には特にそのことを気にかけて周囲を見回してほしいの

です。何か変化していることはありませんか。 

森づくりの人たちは、危険を伴う体力と知力が必要な

山仕事でがんばっています。間伐された森は美しく、ザ

イフリボクやヤマザクラが見えて感激します。だから、

すでに気づいていることでしょう。一度森に入れば、あ

そこもここも暗い、歩けないことを肌身で知っています。

森から里へとつながる風景を描いてほしいと思います。 

里づくりの人たちは気づいていることでしょう。田ん

ぼに水が足りないからです。ため池が作られてから多少

の恩恵はあるのかもしれませんが、全ての田んぼに水を

張るには不足しています。森が遷移し成長し続け、樹木

は水を必要としているのです。田んぼ耕作のおかげで里

に水辺が確保され、毎年シュレーゲルアオガエルがよい

声を聞かせてくれ、ホタルも舞います。草刈によって草

原が維持されることでチョウはどんなに喜んでいること

か。水を呼び戻すには何が必要かを突き止めてほしいと

思います。 

里山文化グループの人たちは、過去の歴史から文化を

探っていますが、文化と自然は切れない関係です。文化

から見える自然のことがわかったら積極的に教えてほし

いと思います。水車が回っていたことなどは、水量がか

つては豊かだったことの証しです。その頃、森はどんな

状態だったのでしょうか。ササユリ街道があったと聞き

ました。描いた図が共有できれば今現在と比較できるこ

とでしょう。 

自然環境グループは、毎週定期的に生物調査をしてそ

れを記録しています。細かい積み重ねで毎年違う自然の

様子を診ています。この調査は、すぐには結果がでない

のですが、無くてはならない海上の森にとっての基礎調

査です。でも、種名同定に追われると全体との関係が見

落とされがちではないでしょうか。  

書いてくると、どのグループの活動も必要であり、課

題があることがわかります。小さなミクロの世界と大き

く眺めるマクロの世界は、どちらが欠けても意味をなさ

なくなります。縦割りの効率と横つながりの連携と、里

山の仕事は知らず知らずのうちにそれを果たしてきたの

ですね。 

❤ 具体的な理想と目標を                

「海上の森保全活用計画 2025」があいち海上の森センタ

ーによってまとめられました。画期的なのは、順応的管

理が加えられたことです。計画し､実行し､点検し見直す。

見直したらそこからまた計画を立てあるいは実行する。

当然のことのようですが、きちんと書かれたことは重要

です。自然は刻一刻変わり、また人間には未だにわから

ないところだらけです。そのことを肝に銘じながら人の

都合だけに偏らないまなざしと謙虚さが求められます。 

シデコブシが生き生きと繁殖し、オオタカとギフチョ

ウが棲む海上の森を取り戻したいと思いませんか。「理想

は掲げなければ実現されない」という言葉を見つけまし

た。たとえ何年かかっても、理想と目標を掲げて思考し、

行動する会でありたいと思います。                                   

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%9F%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E5%B1%B1
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情報広報グループ・会報発行 

28年度の取り組み 

会報発行担当では、総会で採択された会の活動方

針や情報広報グループのアンケート結果を参考にし

て、28年度の編集方針を〈想いの共有―「里山コミ

ュニティ～海上の森を将来につなぐ～」〉としました。 

実は、分かっているようで意外に分からないのが、

多様な生物相を生み出した「海上の森」の全体像で

す。これは〈想いの共有〉の根幹をなすものですが、

海上の森の土地条件は一様ではありません。そこで

「海上の森とはどんなところ」を毎号、いろいろな

角度から取り上げていきたいと思います。 

新年度に再編された情報広報グループ・広報では、

各グループから出る広報担当者の会議が定期的に開

かれることになりました。担当者はグループや会員

それぞれの熱き想いをいち早くキャッチし、発信し

ていきたいものです。皆様の想いは会報を通し、共

有することもできます。 

このたび会が制作した DVD「里山コミュニティ」

も貴重なアイテムです。いろいろな機会に上映会を

開き、映像を見ながら、海上の森への熱き想いを語

り合えれば、この上映会も〈想いの共有〉で重要な

役割を担うことになります。 

          （リーダー 伊藤  良吉） 

 

里づくりグループ・里と森の教室 

海上の里山の緑も一段と濃くなり、爽やかな風が

吹く５月、「里と森の教室」が始まりました。 

 今年は、畑作・稲作体験コース(10回)と稲作体験

コース(5 回)にそれぞれ 146 名と 41 名の応募があ

り、41名と 21名の方が当選されました。 

第１回は５月 22

日40名(18家族)の

方が参加。スタッフ

18名。午前は、海上

の森センター小林

所長、会の浦井理事

長の挨拶。今後の活

動のスケジュール・注意事項等。スタッフの紹介。

写真撮影。作業場所の下見。その後、サトイモの植

え付けを行いました。午後は、サツマイモ(紅あず

ま)400本の植え付けを行いました。サトイモ・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５月 29日 46名(21家族)の方が参加。ス

タッフ 19名。午前・午後とも田植えを行い、下田の

一番小さい田は子供たちだけで植えました。春の一

大イベントを無事に終える事ができ、一安心してい

ます。稲は例年なく順調に育っています。 

第３回は６月 26日 46名(21家族)の方が参加。ス

タッフ 15 名。午前中は７畝の水田と弘法堂前の田

２ケ所の田の草取りをしました。午後はジャガイモ

掘りとナス・ピーマン・キュウリの収穫をしました。

その後自然調査グループの協力により、駐車場まで

の里山の自然体験を行いました。里山の自然の良さ

を少しでも知ってもらえれば幸いと思います。 

（グループリーダー 原田 幹雄） 

 

自然調査グループ・自然観察調査、自然ｳｫｯﾁﾝｸﾞ                                 

絶滅危惧 I類のイチョウウキゴケを発見 !! 

絶滅危惧 I類（近い将来における絶滅の危険性が

高い種）に指定されているイチョウウキゴケを発見

した。二叉状に分枝する葉状体がイチョウの葉に似

ていることから名前の付いたイチョウウキゴケの密

集地を定例調査で会員

Ａ氏が５月に発見した。 

今まで里づくりグル

ープが耕作している田

んぼで１～３枚のイチ

ョウウキゴケを見つけ

ていたが１年弱見られ

なくなっていた。 

海上の森では珍しいものを見つけるのが好きなＡ

氏は密集しているイチョウウキゴケを見つけて驚い

たとのこと。 （グループリーダー 曽我部 紀夫） 

 

森づくりグループ・森林（もり）づくり 

例年のことですが、７/中～８/末約 45 日間は休

みを取ります。この間、十分栄養を摂り、体力をよ

り強くし休養も取って下さい。そして家族サービス

にも気を配るように。９月３日より始まる作業には

全員参加される様、心より願っています。 
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このたび、新間伐地域「5.66haエリア」が決定し

ました。「海上の森保全活用計画 2025」の中の区分：

ふれあいの里に含まれる地域です。ヒノキ・スギの

人工林、広葉樹とアカマツ・ヒノキ混交林で傾斜が

急な場所もあります。草刈り、雑木伐り、作業路づ

くり等を先行し、安全第一をモットーに進めていき

ます。     （グループリーダー 平野 幸治） 

木工芸教室  

作品大展示会を開催中、見に来てね！ 

木工芸教室を開設して２年、今では年間延べ参加

者 300名に迫る盛況ぶりとなりました。そこで一つ

の区切りとして、セ

ンターの多大な支

援を頂き、生徒大作

品展をセンター１

Ｆで開催すること

になりました。期間

は８月 31 日まで

で、出展数は圧巻の 50点（展示の入替え有り）を超

えました。作風はバラエティにあふれ、実に個性豊

かで見る者を飽きさせません。どれも“用の美”と

木のヌクモリを兼ね備えたもので、ハッと意表を突

く形、ほのぼのといつも手元に置きたくなる形、鋭

く美を追求した形などなど。訪れた参観者は一様に

「わずか２年の経験でここまで作れるとは」と驚き

の声を上げました。森の恵みが形を変えて人の手に

渡った姿を、是非ご覧ください。尚、入会は随時可

能です。         （リーダー 布目 勝） 

   

里山文化グループ・里のくらし 

６月 18日（土）

午後７時から、一

般参加者 82 名、 

会員 17名、センタ

ー職員３名が海上

の森サテライトに

集まってホタル観

賞会を行いました。

暗くなるまで「海上の森の 1年」

「海上の森のホタル」の DVD鑑賞を行い、その後海

上の里のため池付近でゲンジボタル、ヘイケボタル

を観賞しました。今年はゲンジボタルが多く、ヘイ

ケボタルはやや少ないようでした。 

      （グループリーダー 出口 なほ子）      

   

 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生発！海上の森 

名古屋わかもの会議は、「愛知・名古屋をわかも

のから盛り上げる」をコンセプトに、高校生・大学

生 20 人で構成されています。地域のことや自分た

ちの周りにある社会問題を知り、考え、発信してい

くことで、自分事として捉えてもらえるキッカケ創

りや人創りを行うことが大きな目的です。 

主な活動は、年２回全国から 100人を集めて開催

するイベントの企画、愛知県主催の環境イベントへ

の出展、サッカーJ1 名古屋グランパスと協同で行

うイベントの企画・運営など多岐に渡ります。 

私は名古屋市出身で、現在は東京の大学で勉学に

励んでおります。そんな私がなぜ『名古屋わかもの

会議』を大学 1 年生の頃に立ち上げたのか。キッカ

ケは、2010年の COP10(生物多様性条約第 10回締約

国会議)にあります。当時、私は高校生で毎日、部

活動の陸上競技に打ち込んでいました。しかし、地

元で国際会議が開催されるという軽いキッカケで

COP10に参加したことで、もっと環境や自分たちの

生活を見つめ直し、自分事として捉えていくべきだ

と感じるようになりました。 

そんな中、海上の森の存在も知るようになりまし

た。また『第 9回人と自然の共生国際フォーラム』に登

壇させていただき、私からは世代を越え、海上の森

を知ってもらう、感じてもらうべきだと発信しまし

た。さらには、海上の森を長く守っている当事者の

方の意見も聴くことができ、より関心を持つように

なりました。名古屋から大変近いところに、こんな

場所があることは、私と同じ世代の人はあまり知ら

ないでしょう。だからこそ、私は環境に興味を持っ

ていない人にも、こんな素敵な場所があることを発

信していきたいのです。 

10月29･30日に開催される『第10回人と自然の共

生国際フォーラム』でも世代を越え、海上の森を愛し､

発信し､多くの人がこれからも大切にしていくべき

だと強く思える機会にしたいと考えております。ま

ずは海上の森を「知る」ことが重要です。その発信

を、若者目線で引き続き、取り組んでいきます。 

   

（名古屋わかもの会議  

法政大学４年 水野 翔太）  

ビデオ鑑賞風景 

会議での

議論風景 
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海上の森の会 活動予定    2016年８～10月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 グループ 

 

 

 

 

８ 

 

里づくり・耕地管理 3,10,17 各水曜、27（土） 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

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 

自然ウォッチング ※どなたでも参加可 7 (日) 第 1 日曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

調査学習会・海上の森の水生生物  7 (日) 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

里と森の教室(ソバの種播き･里山の歴史)  21(日) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★定例活動日（全体） 27（土） 10:00～ 里山サテライト 全員参加 

木工芸教室 (作品製作) ※あれば工具 28（日） 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

 

 

 

 

 

９ 

 

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 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

里づくり・耕地管理 7,14,21,28 各水曜 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 

四季のイベント・里のお月見 17(土)  16:00～20:00 里山サテライト 里山文化 

★定例活動日（全体） 24（土） 10:00～ 里山サテライト 全員参加 

里と森の教室(サツマイモの収穫) 25(日) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

調査学習会・初秋の海上の森(花･虫･鳥) 25(日) 9:30～12:30 入口駐車場 自然調査 

10 

森林
も り

づくり (間伐作業) 1(土),4(火),15(土),18(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 2(日) 第 1 日曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

里と森の教室(イネ刈り・ハザ掛け) 2(日) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

里づくり・耕地管理 5,12 各水曜、22(土),26(水)  9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然観察調査 6,13,20,27 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 9(日),19(水) ,23（日） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

里と森の教室(イネの脱穀･シイタケの収穫) 16(日) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★定例活動日（全体） 22 (土) 10:00～ 里山サテライト 全員参加 

人と自然の共生国際フォーラム 

協賛イベント 
30(日) 10:00～ センター駐車場 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・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 
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 

 戦後の高度経済成長により公害が起こり川や海の水は汚染され、健康被害が

起こった。環境庁ができたのが昭和 46 年であった。歴史上の出来事にはきっ

かけが必ずあるものである。個人でもあるきっかけがその人の生き方を変え

る。私も 20 年以上やって来た活動のきっかけを探っている。幼少期自然の中

で遊んだ原体験がそうさせているのか。「森の破壊は文明の滅亡」と熱く語っ

た世界史の先生の熱意に影響を受けたのか。思い当たることは多々あるが、人

が自然と向き合う生き様が原動力のように思う。子どもたちに自然体験をして

もらう機会を作ったり自然のことを教えることも大切であるが、もっと大切な

のは活動している人たちの熱い想い、自ら楽しんでいる姿を活動を通して次世

代に伝えていくことであると思う。           （大谷 敏和）  

mailto:morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 これから秋に向けて海上の森では色々な実や種が見られます。子孫を残すのに一生懸命です。 

   

ムラサキシキブ（シソ科） 

別名ミムラサキとも言います。良

い名前をもらった植物の代表で平

安時代の美女紫式部を連想して名

付けられたとする説もあり、花言葉

も「上品」とされています。この実

を見れば納得かな？ 

ゲンノショウコ（フウロソウ科） 

この形から別名ミコシグサとも言

います。東日本には白花、西日本に

は赤花が多いですが、海上では両方

見ることができます。昔から下痢止

めの民間薬としても有名です。これ

を飲んだら治ったので「現の証拠」。 

ミヤマガマズミ（レンプクソウ科） 

今年は木々の花付きがよく、今

までになく多くの花が咲きまし

た。この実は熟すと甘酸っぱく、

果実酒にもなるし鳥たちも大好

きです。咲いた花に比例して実も

たくさんつくといいですね。 

   

サネカズラ（マツブサ科） 

別名ビナンカズラともいいま

す。皮を剥ぐとネバネバしてこの

粘液を使って整髪料にしたと言わ

れています。普通雌雄異株です

が、海上の林道沿いには雌花と雄

花の両方を咲かせる珍しい木があ

ります。 

スルガテンナンショウ（サトイモ科） 

俗にマムシグサとも言われてい

る草で、地下にはイモがあり、コ

ンニャクの仲間です。全体に弱い

毒があり、この実を口の中に入れ

ると針で刺したような痛みがしま

す。またこの植物は一生の間に何

度も性転換します。 

ヤブコウジ（サクラソウ科） 

冬に小さな赤い実をつける高

さが 20cm程度の小さな木です。

縁起物のマンリョウ(万両)、セン

リョウ(千両)、カラタチバナ(百

両)、アリドオシ(一両)と並んで

十両と言われて庭にもよく植え

られています。 

写真・文  石川 明博 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

海上の森エトセトラ                  自然調査グループ 

瀬戸市域では江戸時代以来、生活のための燃料と窯業のための燃料を近隣の山から調達していました。そ

の結果日本３大禿山と言われるほど荒廃してしまった山が今やすっかり緑豊かな森となり、約 530haの海上

の森には、以前の調査で 900種類を超える維管束植物があることが確認されています。コケや哺乳類・爬虫

類、鳥、昆虫、水生生物なども相当数生息していると考えられますが、短期間にこれほどの生物が生息する

ようになったことにビックリします。しかし今森が深くなることにより別の問題が出てきていますが、これ

からも模索しながらこの豊かな森を大切にしていきたいと思います。     （石川 明博） 



「海上いま、むかし」 
 

 

 

㉜塚原の話－その２ 鎌倉康弘さん聴き書き 
 

▮海上の森の聖地「塚原」 

 山口谷最奥には 30基を超える古墳が分布する。そ

の中で最も古い古墳が若宮町の高塚山第１号墳（６

世紀中葉）である。まもなく地域最大の直径 18ｍの

円墳で横穴式石室をもつ塚原第１号墳が成立する。

発掘調査により、古墳時代の須恵器や太刀などの金

属製品も出土している。この１号墳がつくられた山

の上には、そのほかにも 11基もの古墳が見つかって

いる。 

▮鎌倉康弘さんの生い立ち 

 昭和初期の頃の塚原（つかばら）には３軒の民家

があった。鈴木末三郎家、その南向かいに末三郎家

の本家筋に当たる鈴木正義家（明道さん後継）、そこ

から東に少し離れた位置に鈴木銀松家（幸治さん後

継）であった。康弘さんは大正 12 年（1923）11 月

17日、父末三郎と母よしとの間に生まれる。ところ

が２歳の時に実父が死去したため、家を壊して母の

実家である本地に移った。まもなく母が再婚して鎌

倉姓となり瀬戸の祖母懐に移った。戦時中は三菱航

空機工場で旋盤工（海上の鈴木留義さんも一緒だっ

た）として働き、20歳の時徴兵で 131部隊に配属さ

れたが内地で終戦を迎えた。戦後結婚、仕事は当初

祖父と馬２頭で馬車曳、昭和 31年に免許を取得して

オート三輪車（のち四輪車）を購入して、自営の粘

土運送業を営んだ。 

 昭和 51年に再び塚原に家を新築、引っ越ししたの

は母よしさんの｢塚原に戻りたい｣という強い希望が

あったからである。隣に妹夫婦の伊藤雅通家も新築

転居してきた。昔の土地が残されていたからである。 

▮先祖神と御嶽霊神 

 鎌倉宅の裏山の急斜面を登ると、うす暗い木々に

囲まれた中腹の削平地に２基の自然石（高さ１ｍ）

が建てられている。「ツカノオオカミさん」と呼ぶと

いう。元は鈴木明道家の先祖神と聞いてきたが、そ

の後は塚原３家で共同祭祀してきた。今は３月３日

に祭りを行う。鈴木幸治さん（前号で掲載）も「皆

早死にで無事育ったのは私くらい。20人くらいの法

事が続くので拝んでもらったら、昔の塚を壊したか

ら祟るといわれて裏山に石碑を建て屋敷も移した」

と述べていた。先祖神の傍らに明治末・大正時代の

御嶽霊神碑３基も建つ。 

▮黒龍神と井戸神 

 以前不思議なことがあった。家の裏にドボチ（小

さな池をいう）を掘った。山の水を引いて 100匹く

らいの鯉を放流した。元の池跡で浚
さ ら

えたつもりだっ

た。すると腰痛でどうしても立てなくなってしまっ

た。御嶽行者の鈴木庄太郎さに拝んでもらったら、

「こんなとこ(ろ)に、池など掘るものでない。ここ

には龍神がいる」といわれた。鯉は返し、お告げで

篠田川の上流から探してきた石を建て現在のオシャ

トを祀った。毎日お灯明（卵・塩・お供え）を灯し、

般若心経を上げたら腰も治った。現在も続けている。

裏山の沢筋にあたる位置に井戸がある。現在はこの

井戸から家まで引水し、流しにも灯明（塩・青物）

を上げている。やはり、毎朝心経を上げている。屋

敷への入り口（東南）に下水槽があり、傍らに陶器

製のオシャトがある。

「ウーバゲド‐サン」

というシモ(下)の神さ

んだという。やはり、

毎朝灯明を上げている。 

 

 

 

▮屋敷神の祭日 

 屋敷神の祭日は３月３日に行っている、以前、都

合で２、３日遅れたことがあったら、庄太郎行者か

らひどく叱られたことがあった。それ以来、何があ

っても３月３日の祭りは欠かさない。この日は雛節

供でもあるが、土雛の風習は聞かない。５月５日の

節供は海上のようにウチノボリ(内幟)だけというこ

とはない。鯉幟を上げる。（聞き書きは 2002年２月） 

 （生活文化グループ 生活史調査 山川 一年） 

   

   

           

      塚原第１号墳と出土品 

             

          

  

黒龍神 
 

 

 


