
 

平成 28年 10月吉日 

 

会員各位 

 

                      NPO法人海上の森の会 

                       理事長 浦井 巧  

 

会員の皆さま、いかがお過ごしですか。 

会報４２号をお届けします。 

今年で最後となる「人と自然の共生国際フォーラム」(10・29開催)を特集しました。 

いよいよ秋本番を迎えます。海上も実りの秋。今年の稲の収穫は豊作でした。 

10月 30日には、あいち海上センターで、餅つきと芋鍋を行います。 

 (フォーラムの関連事業です) 

また、11月 27日は、里山サテライトで会員向けの「収穫感謝祭」も開催します。 

是非お出かけください。 

会では、一人でも多くの方に会の活動に参加していただきたいとの想いから「海上検

定」を実施しています。(ＨＰに問題と解答用紙があります。)  

まだ、検定をやられていない方は、一度挑戦してみてください。そして、知り合いの方

などにお知らせいただき、入会を勧めてください。よろしくお願いします。 

11・12月は行事もたくさんあります。ご参加をお待ちしています。 

元気なお顔を見せてください。 
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第４２号 
２０１６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） 

 

「人と自然の共生」の次なるステージへ 

万博の剰余金で開催されていた「人と自然の共生国

際フォーラム」が、今年の第 10回で幕を閉じます。愛

知万博の理念を継承するため、多くの人にわかりやす

く人と自然の共生を提示し、また、世界に向けて発信

していこうという趣旨のもとにスタートしたもので、

成果を残しつつ一つの区切りを迎えました。 

これまでに培われたこの灯を、ここで消してしまっ

てはならないとの想いから、主力メンバーの方々と、

その後継組織や事業の立ち上げの準備を進めています。 

これからは、愛知万博の原点である海上の森を舞台

として、県民を主とする幅広い主体からの参加により、

みんなで作りあげていくフォーラムを目指しています。

その名も「あいち海上の森フォーラム」です。 

シンポジウムを軸に、多様な主体が自主的かつ連携

して実施する「共生ネットワーク促進事業」や子ども

たちとの「人と自然の共生教室」出前講座などの「企

業・団体連携事業」などを展開する計画です。 

11 月 26 日には設立総会を開催し、活動がスタート

します。海上の森の会としても今後の会員確保も含め、

新たな組織に中心的に関わっていきたいと思います。 

今後の展開にご期待ください。 

もう一つの動きとして、海上の森の会では、日本ユ

ネスコ協会連盟が主催している「未来遺産プロジェク

ト」に三度応募しました。これは、未来に繋げたい活

動を未来遺産として登録されるもので、今年が第８回

です。海上の森の保全と活用をテーマに、会の里山コ

ミュニティづくりを前面に出して、活動を PR しまし

た。これが認められ登録されることになれば、会の新

たな展開にも繋がるのではないかと大いに期待してい

るところです。         （理事長 浦井 巧） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

海上の森の会４２号 目次 

「人と自然の共生」の次なるステージへ ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

特集１ 海上の森の会と 「国際フォーラム」10年 ・・・・・･・2･3 

特集２ 海上の森の会 トピック ８～10月 ・・・・・・・・・・・・・4･5 

グループ活動報告 ８～10月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6･7 

学生発！海上の森  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

海上の森の会 活動予定 2016年 11月～2017年１月  

フリーコーナー私もひとこと  のだ ふみさん・・・・・・・・・・・・8 

海上の森の自然ノート 1７ 冬芽の形  ・・・・・・・・・・・・・・・別刷 

海上いま、むかし㉝高度成長期以前の海上と今その４ ・・・・別刷 

 

 

 

 

☆11 月 27 日(日) 収穫感謝祭 

☆12 月 23 日(金) 正月準備と大掃除 

☆新年１月９日(月) どんど焼き  

いずれも里山サテライトにて。参加お待ちしています。 

✾ ✾ ９月 24 日 海上の森センター主催 
海上の森ミニセミナーで、会員の のだ ふみさんが「コケ
に魅せられコケ散歩」のテーマでお話しされました！ 

 

 

未来遺産現地
審査風景 10.17 

上：タマゴケ  
写真 のだ ふみ さん 

 
 
左：ミニセミナー風景 
写真 海上の森センター 
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✽人と自然の共生国際フォーラムへの期待          

「国際フォーラム」を立ち上げるときにその委員会

の下部作業部会の委員をしました。万博が終わった直

後で海上の森を国内外に発信する大変よい機会である

と捉えました。潤沢な予算を使って国際的に著名なレ

スターブラウン氏やヴァンダナシバ氏を招待できれば地

元の人と話し合い､交流することができると大いに期

待しました。また外国人や留学生に多数参加してもら

い各地の里山の情報を交換発信する、そのような大変

わくわく興奮する事業を予見する船出でした。 

地球白書で著名なレスターブラウン氏招待について

は、事務局が京都の講演会に出向いて交渉したようで

すが難しいという話でした。第１回の基調講演は日本

在住の国連関係の高官によって行われました。世界の

農業統計の内容でしたが、聞き取りにくく、英語の大

変小さい字のスライドで分かりにくいものでした。今

後のフォーラムを方向づける第１回の基調講演として

は失望が大きいものでした(個人的な感想です)。概し

て政府系機関の人の講演は総論的でした。石油や鉄は

すぐに枯渇するという講演もありましたが、現在は石

油や鉄の過剰生産不況のようです。東北大震災後エネ

ルギー問題が見直され、一方、自然エネルギーは違法

太陽パネルや風車のバードストライクなど複雑化の様

子が見えます。国際フォーラムを振り返って見て、こ

の 10年で隔世の感が見てとれるのは毎年連続開催す

る国際フォーラムの一つの功績かもしれません。 

その後日本在住の外国人ケビンショート氏やC.W.

ニコル氏等が基調講演になることが多くなりました。

日本を違った視点から見る講演は大変興味深いもので

した。日本人が見向きもしない環境を地についた努力

により復元する話は里山を見直すよい機会になりま

す。第４回は COP10がらみで生物多様性関連を問題と

しました。これ以外では、国際と名のつく割にはあま

り国際的にならなかったのは期待に反するものでし

た。フォーラムが真の意味で国際的だったか検証が必

要と思われます。 

パネルディスカッションやポスターセッションや出

店は多くの人を惹きつけ、交流もよく行われ、ミニ市

民万博の様相を呈しました。このような交流事業が毎

年開かれる場として国際フォーラムには大きい意味が

あります。地元の人の大変な尽力により里山食体験が

サテライトで行われ好評でした。当初は里山体験見学

などが多数企画され多くの参加者がありました。 

(馬宮 孝好)  

✽「国際フォーラム」に毎年参加 皆勤賞で卒業            

 海上の森の会を初代木村光伸会長から引き継いだの

は第２回「国際フォーラム」の年でした。森の会の有

り様を模索しＮＰＯ法人化を目指した時期でした。平成

21年４月、イタリアで開かれたＧ８環境相会談で「生

物多様性と気候変動」がテーマとなり、その中で「里

山」が世界標準語となりました。人によって適切に管

理されてきた伝統的な日本の自然との共生が認められ

た年でした。第３回は COP10 の名古屋開催１年前記念

行事としてその趣旨が取り入れられました。森の会の

活動の中に新たに里の再生を目指す棚田づくりとため

池づくりの２つのグループが誕生しました。 

 第４回「国際フォーラム」の年、森の会は初めて｢あ

いち森と緑づくり事業｣に応募、自然観察･里づくり･森

づくりなど多様な活動形式をもつグループが共通目標

をもって取り組むことになりました。 

 毎年フォーラム前後の行事として、「海上の森 里山

食文化と森の散歩」（第２回）、「森林・里山体感ツアー」

（第３回）、「海上の森フィールドワーク」（第４回）と

多数の参加者をもてなすことができたのも楽しい思い

出です。              （山川 一年） 

 

✽私が「国際フォーラム」から受けたもの            

 私の理事長としての任期中は、「国際フォーラム」の

“承”に当たる折り返し部分で、「持続可能な社会を目

指して理念から行動へ、今変わる時」をテーマに開催

されました。２回とも講師の方や、パネラーの方々が

過去４回の問題提起の上にそれぞれ「これから（海上

の森も含めて）」を熱っぽく主張されていました。 

 このフォーラムに呼応するように森の会を具現化す

べく、海上の森の会シンポジウムを半年後に開催しま

した。目的として「それぞれグループの現状や到達点

を踏まえ、これからどうする（課題）をはっきりさせ

る」ようと３回に分けて実施しました。 

 ３つのグループ（自然観察･森づくり･里づくり）と

したのは、概括的な問題提起に終始することなく課題

を具体化させることにありました。グループリーダー

の問題提起を受け、ＫＪ法やポストイットを取り入れ、

参加者個人の意見も反映させるようにしました。参加

はそれぞれ約 30名ほどでしたが、問題点や課題も系統

的に共有することができたものと自負しています。数

年を経た今、再び企画してみてはどうでしょう。 

 「国際フォーラム」では“持続可能な社会”も強調さ 
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れていました。私流に理解すれば「世代を超えて継続

していける土壌づくり」と考えていました。折よく、

13年２月末に名古屋産業大学から“インターンシップ”

の話があり、理事会に諮って８月の 1 週間、体験学習

を受け入れました。11月、同大学の参加企業への報告

会で森の会活動への参加者が生き生きと報告されてい

るのを聞きながら「やってよかった」と実感しました。   

他にも名古屋市及びその周辺の 12 大学ネットワー

クフォーラムが COP10 を契機に誕生、第２会場の愛知

工業大学では東部丘陵の生態系を中心とする周辺大学

の多様な取り組みが発表され、確かな芽吹きを実感し

ました。森の会としても大学や学生との係わりを継続

し、重視していますが、こうした活動は「いかに引き

継いでいくか」がキーになるかと思います。 

 このように「国際フォーラム」から受けた影響は多

大なものがあります。今年で一区切りとなりますが、

３～５年後には再度検証される機会があることを願っ

てやみません。          （福田 澄夫） 

 

✽「国際フォーラム」の成果を次世代へ           

 第７回から 10 回まで作業部会委員として参画しま

した。作業部会では、各委員が率直に意見を述べ毎回

メッセージを込めた「国際フォーラム」のテーマを決

め、講師の候補者の人選などを行ってきました。 

第７回は、次世代の子供へつなげる「子どもたちと

ともに考えよう、人と自然の共生」をテーマとして、

宇宙飛行士の毛利衛さんを招聘して行った特別講演

「百億人が地球に暮らすためには」では、入場整理券

を配布するほどの盛況ぶりでした。第８回は、ESDの開

催年でもあり「愛知の森林・里山から始める～持続可

能な社会に向けた人づくり（ESD）～」をテーマとして、

畠山重篤さんが特別講演「森は海の恋人、人の心に木

を植える」を行い、海の牡蠣養殖には山の森林の手入

れが不可欠と話されました。森の会は、DVD「海上の森

の姿・かたち」の上映と森林生態系保全セミナーを開

催しました。森林総合研究所奥田裕規さんの基調講演

「人と森林の生態」と講師と会員参加のトークショー

には大勢の参加者が集まり、里山と人の暮らしや森林

の保全の在りかたについて考える良い機会となり、有

意義なセミナーであったと大変好評でした。第９回は、

愛知万博開催 10周年に当りサブテーマを「自然の叡智、

つながり･ひろがり･これから」として、Ｃ．Ｗ．ニコル

氏の特別講演「森から未来を見る」があり、森林の保 

 

全整備活動の大切さを再認識しました。パネルディス

カッションには、浦井理事長が参加し、森の会の自然

観察､田畑づくり､森づくりなどの活動を紹介しました。 

「国際フォーラム」は愛知万博の余剰金で 19年から

毎年開催されてきました。最終回の今年のサブテーマ

は「海上の森～未来へつなぐ里山の絆」です。10年間

行ってきた「国際フォーラム」で得られた成果を世界に

どの様に発信し、次世代にどの様に継承して行くかが

今後の課題であると思います。 

森の会ではフィールドワークやブース出展などに協

力してきました。森の会も委員として参画してきまし

たが、フォーラムを通して海上の森を広く市民に知っ

て貰う良い機会になったと思います。  

▮森の会「国際フォーラム」関連 10年の歩み  

回 
ﾌｫｰﾗﾑ開

催年月 
海上の森の会が協力した出来事 

第１回 平成１９年 

11月 

・パネルディスカッションに木村光伸会

長が出演。 

・海上の森で「里山食文化パーティー」

を海上の森の会が協力。 

第２回 平成２０年 

11月 

・フィールドワーク「海上の森里山食文

化体験と森の散歩」に海上の森の会が

協力。 

第３回 平成２１年 

10月 

・フィールドワーク「生物多様性、森林・

里山体感ツアー」で海上の森の里の再

生活動見学に協力。 

第４回 平成２２年 

10月 

・フィールドワーク「生物多様性体感ツア

ー」海上の森コース見学に海上の森の

会が協力。 

第５回 平成２３年 

10月 

・ブース出展を実施。 

 

第６回 平成２４年 

10月 

・ブース出展を実施。 

 

第７回 平成２５年 

10月 

・ブース出展を実施。 

 

第８回 平成２６年 

10月 

・海上の森の会主催森林生態系保全セ

ミナー（森林総合研究所奥田裕規氏が

基調講演「人と森林の生態」）を開催。 

第９回 平成２７年 

10月 

・パネルディスカッションに浦井巧理事

長が出演。ブース出展を実施。 

第 10回 平成２８年 

10月 

・「海上の里の恵み」を海上の森の会が

担当。ブース出展。 

第１回と第２回の海上の森フィールドワークは、海上の森の

会の収穫感謝祭に合わせて行われました。第４回は、COP10

開催に先立ち生物多様性体感ツアーとして行われました。第

８回では協賛行事として海上の森主催のセミナーを開催し大

勢参加され好評でした。あいち海上の森センターで開催され

る第 10 回では、国際フォーラム実行委員会の委託を受けて

「海上の里の恵み」を行います。また、海上の森の会会員が

製作した「記念木製プレート」の記念除幕式が開催されます。                  

 （似内 信彦） 
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★豊かな森づくりへの夢  

海上の森“5.66ha構想”を開始しました 

 新たに里山サテライトの南西部にあたる「ふれあいの里

の森 5.66ha」の森林整備を2016年6月末から今年度の森

林・山村多面的機能発揮事業として開始しました。 

 現状の5.66haは、“真っ暗な人工林”と“暗く多く倒木

で荒れた雑木林”です。とてもふれあいの里の森とは言え

ません。 

   

現状の真っ暗な人工林や荒れた雑木林 

そこで5.66haの構想づくりを進め、この森を主に①明る

いヒノキ林にしよう。②多くの生きものが暮せる豊かな雑

木林に戻そう。③子どもも大人も楽しめる自然体験学習フ

ィールドを設けよう。といった豊かな森づくり夢の実現に

向けた5.66ha構想としました。   

 

豊かな森への5.66ha 構想 

多くの“森大好き人間”たちの集まりで楽しく進めたい

と思います。皆さんの参加をお待ちしています。 

 お楽しみに !! （森づくりグループ 大澤 秀文） 

 

・5.66ha構想は、あいち海上の森センターに提案・相談し、

了承の上、開始しました。 

・5.66ha構想の森林整備完了目標の目安は、10年後の2025

年としています。                

（森づくりグループリーダー 平野  幸治） 

   

★海上の里 水路系統図の作成と整備計画づくり 

及び水車復元基本調査 

海上の里の田の動脈である水路は、先人の工夫により 

全ての田に水が均等に行き渡るように様々な工夫がなされ

ています。しかしながら、その系統については古老しか分

からなくなっており、一部壊滅しているところもあります。 

今この水路系統を調査し、整備計画を作っていかないと、 

里山を維持管理することができなくなります。このため、

水路系統を調査し、整備の必要度チェックを行い、「基本整

備計画」を作成するものです。 

合わせて、海上の里に昔あった水車（米搗き用・石粉用 

など）の位置、形式、復元のための基礎的因子などを調  

査します。こうした復元実施計画を作ることで、里山の重

要な要素である水車の復元整備に繋げていきたいと考え 

ています。 

○水路系統図の作成と整備計画 

現地調査➭図面作り➭整備箇所の調査 

➭整備計画づくり 

○水車復元基本調査 

文献調査➭現地調査➭水車復元図水車➭復元実施計画 

水路系統調査については、７月 23日（土）に田中清春氏 

鈴木保親氏 鈴木俊憲氏の協力を得て、現況の水路系統に

ついて調査しました。 

                （理事長 浦井 巧） 

 

★日本ユネスコ協会連盟「プロジェクト未来遺産 

2016」登録申請の第２次審査が実施 

10月 17日に里山サテライトで、日本ユネスコ協会連盟 

の審査員２名によるプロジェクト未来遺産の第２次現地審

査が行われました。海上の森の会から浦井理事長ほか５名

が出席し、浦井理事長が海上の森の会の概況を説明し、DVD

「里山コミュニティ～海上の森を将来につなぐ」を観賞し

ていただいたところ、審査員には大変好評でした。 

森づくりグループは、10 年間の活動状況と今後 10 年間

の森づくり構想の説明を行い、審査員から間伐後の生態系

の変化について質問されました。 

自然環境調査グループは、毎年同じルートで実施してい

る生物調査記録が掲載された海上の森センター発行「海上

の森調査報告」を紹介し、審査員から成果について評価さ

れました。 

最後に現地調査が行われました。 

「プロジェクト未来遺産2016」への登録が期待されま 

す。              （理事 似内 信彦） 

 

森の診断より 

 

  

 里山サテライト 

5.66ha 
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★南山大学付属小学校児童のガイドをしました 

 南山小学校２年生児童の「お泊まり合宿」が山口地区内

の南山大学キャンパスで平成 21 年より行われるようにな

り、海上の森での「自然体験」のガイドを海上の森の会で

引き受けることとなりました。 

 平成 28年のガイドは９月 29日（木）に行われました。

参加者は３クラス、児童数96名、先生が７名でした。ガイ

ドは６人で案内をしました。今時の小学２年生と話をしな

がらのガイドは楽しくて、「大きくなったら、海上の森まで

鉄道を引いて海上の森の駅を作ってあげるよ」と言われて

嬉しくなったり、思いがけない問いに戸惑ったりと、毎年

ガイドの皆さんも楽しみにしております。 

この日は曇り空で、雨を心配しましたが、降られること

もなく、森も他の散策者が少なかったので、気楽に楽しん

でもらえました。 

   
            会話が弾む児童とガイドの先生 

           （事務局 中元恵子） 

 

★運営会議・理事会の記録 

第３回運営会議（８月４日） 

１．日本ユネスコ協会連盟「プロジェクト未来遺産2016」

の登録申請について報告された。第２次審査が 10 月

17日に実施されました。 

２．人と自然の共生国際フォーラム第２日目の 10月 30日

に行われる「里山の恵みに感謝」のスケジュールと会

場レイアウトの説明が行われました。里と森の教室「収

穫感謝祭」は 11月 27日（日）に行われることを了承

しました。 

３．「海上の里の恵み」当日、名古屋わかもの会議「海上の

森探検」の案内に協力することを了承しました。 

４．海上の森検定を里山サテライトで９月25日(日)に一斉

実施することを了承しました。  

第４回理事会（９月 13日） 

１．自宅で行う事務的作業の活動費は、森づくりグループ

「2016年森づくり構想」立案及び会報のフォーマット

作成の自宅作業に支給することを承認しました。 

２．海上の森検定を里山サテライトで９月25日(日)に一斉

実施することを承認しました。 

３．28年度生物多様性アクション大賞への応募について報

告が行われました。 

４．会報42号発行について協力要請が行われました。 

５．10月 30日の「海上の里の恵み」スケジュール・専従ス

タッフについて確認しました。  

６．平成29年度概算予算は、経常収入見込額461万円、経

常支出見込額 534万円となり税引き後の経常収支見込

額 96万円減となるとの説明が行われ、不要不急の支出

を自粛して欲しいとの要請が行われました。 

７．森づくりグループによる「チェンソー７台の里親制度」

について説明が行われました。 

８．里と森の教室の稲刈りスケジュールの発表が行われま

した。 

(情報広報グループリーダー 似内 信彦） 

 

★第１回広報担当者会議が開催されました 

 今年度より総務情報グループが情報広報グループになっ

たことを受けて各グループに広報担当者を置きました。広

報活動では、会の活動に関する情報の共有・記録・保存、

ＰＲなどについて定期的に協議することが提案されました。

７月 23日（土）にその第１回会議が開かれました。 

 「プロジェクト未来遺産 2016」の登録申請については、

申請時に自然環境調査の定量的なデータも添えることにな

りました。９月25日（日）に実施が決まった「海上の森検

定」については、予備的に行われた検定がいささか低調で

したので、ＰＲを徹底することが確認されました。迅速な

情報交換にはブログの作成が欠かせないということで、そ

のための勉強会を設けることになりました。その他、会の

入会案内チラシの内容検討も行われました。 

                （編集担当一同） 

★定例活動日の記録 

 ８月の活動日は27日にあり、弘法堂北東の「堂下」の田

のヒエ取りと休耕田の草刈りをしました。13 名が参加し、

かなりの成果を挙げることができました。９月３日には、

急きょ前回できなかった弘法堂北西の「下田」の田２枚の

ヒエ取りを行いました。この日の参加者は６名でした。９

月の作業日は24日にあり、参加者は３名で、弘法堂の東方、

「東畑」の通称「柿畑」で周辺の草刈りをしました。 

 定例活動日は、会員がどなたでも自由に参加できる、ま

たとないチャンスです。参加者が多ければ多いほど、各グ

ループが日頃人員不足でできないことを行うこともできま

す。多くの方々の参加を切望します。 （編集担当一同） 
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自然調査グループ                                 

自然調査グループには①自然環境調査グループ 

②調査学習グループ③ツアーグループの３つのサブ

グループがあり、基本となっているのが植物、野鳥、

昆虫などの種類、名前を理解する自然環境調査グル

ープです。このグループには新しい人が徐々に増え

ています。今回は新しく入られた人の体験、感想を

紹介します。 

『私が海上の森の会に入ったのは昨年の４月から

です。一番驚いたことは、訪れる度に違うものと出

会えること。今でも初めての名前を聞くことがあり

ます。 これまで雑草とひとくくりにしていたものに

もそれぞれ名前がありチョッと見た目には同じ色や

形に見えるものも、よ～く観察すると葉の形やつき

方、花の咲き方など微妙に違っていることにも改め

て気づかされました。植物にしても昆虫にしても余

りの種類の多さに名前が覚えきれず名前をメモし、

帰宅後パソコンで検索していましたが段々面倒にな

ってしまい止めてしまいました。最近は１つだけ名

前を覚えて帰るように心がけています。近くに住み

ながら海上の森の素晴らしさを知らず、これまでず

っと見過ごしていたことが悔やまれます。』 

（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 

家の庭にはコスモスの花が、田んぼの土手には彼

岸花が咲き季節は秋になりました。新緑のまぶしい

５月から開催された「里と森の教室」は第７回目ま

で無事に終えることが、できました。 

今回は第４回からの報告です。第４回は７月 24日

37名(21家族)の方が参加。スタッフ 12名。午前は

田の草取りを行いました。また昼食は「里のくらし

グループ」と５回コースの参加者の協力により、美

味しいカレーライスを頂きました。午後は野菜の収

穫を行い収穫したスイカでスイカ割りをして楽しい

ひと時を過ごしました。第５回は８月 21日 21名(10

家族)の方が参加。スタッフは 17名。午前は蕎麦の

種蒔き(２か所)・地這いキュウリの種蒔き・野菜の

収穫を行いました。蕎麦は白い花が９月中旬から咲

き始め、道行く人の目を楽しませてくれたと思いま

す。午後は講師伊藤良吉氏により、里山の歴史・文

化を学びました。第６回は９月 25日 21名(11家族)

の方が参加。スタッフ 16名。午前はサツマイモ掘り

を行いました。第 1 回の５月 22 日植え付け後順調

に成育し、収穫と

なりました。スコ

ップで土を掘り起

こすごとにサツマ

イモが顔を出し歓

声があがりまし

た。午後は野菜の

世話と収穫を行い

ました。第７回 10

月２日42名(19家

族)の方が参加。ス

タッフ 17名。午前

は秋の一大イベン

トでもある稲刈り

を行いました。先

週末の雨のせいで 

ぬかるみ状態の田の中で悪戦苦闘しましたが、皆さ

んの頑張りにより予定していた時間より早く終える

事ができました。刈り取った稲は、稲架
は ざ

を作って掛

けました。午後は野菜の収穫を行いました。まだ稲

の脱穀等大変な作業があります。スタッフ一同力を

合わせて頑張りますので会員の皆様の協力をお願い

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 

本年４月に、地域区分「ふれあいの里」内に、新

たに間伐、除伐等を実施する目的で「5.66ha」を設

定し、作業を継続中です。この計画は、2016年森づ

くり構想と位置づけております。この活動は、森林・

山村多面的機能発揮対策事業として実施しています。

より充実した活動とするために、次の方策をとりま

した。 

１.チェーンソーをより有効に活用するために、「里

親制度」を行います。助成金の半額負担を活用し、

また会員より１台寄贈を受け、手持ちが７台となり、

作業前の手入れ、終日使用、そして手入れまで個人

に１台の扱いを任せるのが「里親制度」です。もち

ろん里づくり・自然調査グループの人にも必要に応

じ、自由に使用できます。ただし、扱いは十分に注

意してください。 

２.会員の増加を図ります。幸い８月より男性２名、

女性１名が会員となりました。嬉しいことに、平均

年齢が 69 歳に下がりました。全員大いに喜んでい

ます。 

サツマイモ掘り 

雨上がり後の稲刈り 
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私たちの作業は、常に危険を伴いますが、正しい

作業マニュアル、仕事の分担、声出し、雑木・雑草

の片付けを必ず実行し、そして、目標を確実に完了

するために助け合いながら行っています。 

    （グループリーダー 平野 幸治） 

木工芸教室  女性の入会者急増中！ 

６月末から８月末までセンター１階で開催した生

徒作品大展示会の顕著な成果として、新たに大挙７

人がメンバーに加わりました。中でも女性が６人を

占め、女性の人気が着実に上昇している感がありま

す。木の質感が持つ魅力“包容力”が身近に感じら

れ、人を惹きつけるのでしょう。古来より人は森の

中で生まれ育まれてきた普遍の関わりがそうさせて

いるのかな？写真は女性生徒の作品例です。木の風

合いを生かした“ぬくもり” 、“まろやかさ” を感

じさせるプレート、中鉢、

小鉢です。これでモーニ

ングを頂いたら楽しく食

も進みますね！ 

（リーダー 布目 勝） 

 

里山文化グループ・案内巡視 メンバー募集中！ 

「案内巡視」は、毎月第２日曜日と第４金曜日に里

山サテライトを拠点として海上の森に関する情報提

供・案内、ハイカーたちとの親睦、里山の自然保護

を目的とする巡視などの活動を行っております。 

今期も６回行い、海上の森を訪れた多くの方々と

ふれあうことができました。現在は４名で取り組ん

でおりますが、広いエリアをカバーするためには、

もっと多くのメンバーを必要としております。興味

のある方はぜひご参加下さい。申込みは事務局へ。 

            （リーダー 鈴木正司） 

里の暮らし 

 四季のイベント「里の月見」を９月 17日(土)実施

しましたが、あいにく曇り空でしたが終わりがけに

少しだけお月様が見られました。 

  

都合の悪いスタ

ッフが多く献立に

苦労しました。そ

れでもお月見です

ので団子を用意せ

ねばと思いついた

のが「みたらし団

子」でした。これが

好評で参加者皆さんに喜んでいただきました。 

「山菜おこわ」もおてんこもりで、少人数でした

が楽しい夕餉
ゆ う げ

ができました。「里のくらし」の行事も

こういうサプライズもありますので他のグループの

方も参加してください。 

（グループリーダー 出口なほ子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生発！海上の森 

いつまでも若者に伝えていきたい 

自然の素晴らしさ！ 

海上の森のカンアオイ調査に参加したり海上の森の

会の NPOについて調べている南山大学の立田さんは、 

小学校の総合学習で堆肥作りをしたり、牛乳パックで和

紙を作ったり、バケツで稲作をしたり、ごみ処理施設や

電力会社の出前授業を受けたり、遠足であいち万博の見

学に来たこともあります。こうした豊かな自然や環境の

学習経験が、立田さんを海上の森へ足を運ばせた原点に

なっておりました。 

そこで思うのは、自然環境の勉強が学校で行われるよ

うになったのは、いつ頃からだったかということです。

戦後の子どもは野原で遊んでいましたが、大きく変わる

のは高度経済成長期以降の自動車の普及、テレビ・ゲー

ムの普及などでした。これらの普及がきっかけとなり、

子どもは外で遊ばなくなりました。昭和 60 年任天堂の

スーパーマリオブラザーズの大ブームが起こった頃、原

っぱ文化の崩壊が問題になりました。こんな時、学校で

は小学校１・２年生の理科社会が統合されて体験重視の

生活科が導入されました。学校の外へ出て学習すること

の始まりです。積極的に自然や環境の学習をするように

なったのは平成 12 年に導入された総合学習でした。こ

の学習から、高度経済成長によって破壊された自然環境

の大切さをこれからの子どもや若者に伝えることがで

きました。このうねりをいつまでも途絶えることなく継

承しなければならないと思っています。 

（話：南山大学 立田 有希 文：大谷敏和） 
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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 

自然ウォッチング ※どなたでも参加可 6 (日)  ４～11 月各第 1 日曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

里と森の教室(里芋掘り、玉ねぎの植付け)  13(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 13（日）,16(水) 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

協力 清掃ハイキング 20(日) 9:00～16:00 センター 全員参加 

★定例活動日（全体） 26（土） 10:00～ 里山サテライト 全員参加 

四季のイベント・収穫感謝祭 27（日） 10:00～ 里山サテライト 全員参加 
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自然環境調査 1,8,15,22 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 

木工芸教室(作品製作) ※あれば工具 4(日),11(日),21(水) 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 

(ホダ木づくり,練炭づくり,落葉かき) 
11(日) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

四季のイベント・正月準備と大掃除 23(金・祝)  10:00～15:00 里山サテライト 全員参加 

★定例活動日（全体） 24（土） 10:00～ 里山サテライト 全員参加 

１ 

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 

木工芸教室 (作品製作) ※あれば工具 8(日),18(水) ,22（日） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

四季のイベント・どんど焼き 9(月・祝)  10:00～15:00 里山サテライト 里山文化 

里づくり・耕地管理 11,18,25 各水曜、22(土)  9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然観察調査 12,19,26 各木曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★定例活動日（全体） 28 (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・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 
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 

 懐かしい土のにおい…森中を駆けめぐる水の音…鳥がさえずり、柔らか

い風が吹き、季節毎に花の香りが漂う。海上の森を訪れる人は、皆、素晴

らしいと、感動をする。私はといえば、この森のコケに魅せられ素人レベ

ルでその種類を調べている。『コケ』と聞けば、ジメジメした暗いイメー

ジを連想する方も多いだろうが、実はその生育に日光は欠かせず、人の手

により管理された明るい場所を好む種類は多い。そしてこの海上の森で

は、なかなかに粋な姿のコケ達が生育している。海上の森の未来を想う多

くの人達に守られ保全されてきたからこそ、こうしてコケ散歩を楽しむ事

ができる。その事に、心から尊敬し感謝するとともに、コケを通して少し 

でもお手伝いできればと考えている。  （コケ愛好家   のだ ふみ） 
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ほとんどの落葉樹たちは冬に向けて葉を落とし、色々な形の冬芽で長い冬を耐え春を待ちます。 

   

ネジキ（ツツジ科） 

三大美芽の１つとも呼ばれ、日当

たりの良いところではこのように

鮮やかな色になります。海上のやせ

尾根と呼ばれる小石混じりのやせ

た土地に見られます。三角点で撮っ

たもので枝まで真っ赤でした。 

ザイフリボク（バラ科） 

これも三大美芽の１つでザイフ

リボクの冬芽です。冬芽を保護する

芽燐と呼ばれるカバーの縁から白

い毛が見えるのが特徴です。海上の

四つ沢付近で４月の下旬に白い小

さな花が見られたらラッキーです。 

ハナイカダ（ミズキ科） 

名前のように葉をイカダに見

立て葉の真中に花が咲き、雌木は

花の後、黒実がなる変わった植物

です。冬芽はあまり特徴がありま

せんが芽の下は隆起し維管束（水

の通り道）痕１つが特徴です。 

   

ヤマボウシ（ミズキ科） 

 冬芽には葉芽と花芽があります

が一般的にこの芽のようにふっく

ら丸い感じが花芽です。森の入口

駐車場からすぐの林道沿いにハナミ

ズキに良く似た白い花を咲かせ、秋

には甘酸っぱい赤い実をつけ、ジャ

ムや果実酒としても利用されます。 

リョウブ（リョウブ科） 

植物観察の好きな人たちはナポ

レオンハットと呼んでいます。外

側のカバー（芽燐）が外れた様子

です。昔から飢饉の際に他の穀物

に混ぜて増量し飢えをしのぐため

に救荒植物として植えるように定

められていたとも言われています。 

ハリエンジュ（マメ科） 

まるで悪魔のようにもエイリ

アンの様にも見えますが、ハリエ

ンジュ（ニセアカシア）の芽です。

写真では見えていませんが、両

側が鋭い棘になっています。５

月頃良い香りの白い花を咲かせ、

蜜源植物としても有名です。 

写真・文  石川 明博 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

海上の森エトセトラ                  自然調査グループ 

 生物季節調査を一年続けていると季節の変化を身近に感じ、自然の素晴らしさ、厳しさを実感します。

四季の野鳥を観ていると心躍るものがあります。季節は立春、立夏、立秋、立冬の節目があり、体感と

は１か月位早い感じです。立春は二月初旬で囀り
さ え ずり

が聞こえ恋の季節が始まり、そしてツバメが到着し、

その後、夏鳥が続々飛来します。立夏は五月初旬から始まり囀りが最高潮になり、子育てが本格化しま

す。立秋は八月初旬で夏鳥は帰りはじめ、タカが飛び、モズの高鳴きが聞こえます。立冬は十一月初旬

で冬鳥が北から山から本格的に到着します。野鳥を通して四季の移り変わりを観ています。（近藤 哲雄） 



「海上いま、むかし」 
 

㉝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４：生業） 

 昭和 30 年代頃までは海上の人たちにとって、

里の耕地と近くにあるセドヤマ（里山）、その背

後のオクヤマ（奥山）が、生業の舞台でした。 

▮山仕事 

戦前は山のサバツチ（風化花崗岩）から磁器やガ

ラスの原材料になるイシコ（石粉）を生産し、県有

林ではカタギ（雑木）の伐採、植林の仕事がありま

した。私有林でも、アカマツは陶磁器窯の燃料、カ

ナギは一般家庭のワリキ（燃料）として伐り出され、

炭も焼きました。とくにコドチ（コナラ）は燃料の

ほか、シイタケ栽培の原木に用いられ、海苔ソダと

して伊勢湾沿岸に出荷されたこともありました。 

▮里の耕地と地名 

海上の里では、まとまった耕地の区域ごとに通称

地名が付いていました。里の入り口にあたる多度神

社から弘法堂までの水田を通称シモダ（下田）とい

い、このうち、馬頭観音さん辺りの南側をマエダ（前

田）といっていました。弘法堂から東では、東西道

の南側をウエダ（上田）、道の北側をドウシタ（堂下）

といいました。多度神社奥の院に向かう道沿いの沢

は、シンデンバタ（新田畑）と呼ばれていました。 

堂下の東に続く３つの沢には谷田（棚田）が見ら

れました。中央から南の沢をヒガシバタ（東畑）、北

寄りの沢をカマボラ（鎌洞か）といいました。この

谷田に沿う山側の道を北東に進むと、お薬師さんの

峰から東に続く尾根に至り、この尾根を越えれば、

そこにも水田がありました。西の海上砂防池寄りを

シモカクリヤ（下隠れ家）といい、東の物見山寄り

をカミカクリヤ（上隠れ家）と言っていました。 

 

図：里の耕地と地名 

▮谷田の耕作 

冷たい谷水を田に入れる時は、田の水口部分から

畦の内側にもう１本テアゼ（手畦）を設けてゆっく

り流し、日差しで暖めました。手畦部分には冷たい

水に強いモチ稲を作りました。冷水を灌漑に使う田

では、今でも手畦を作ることがあります。 

田に接する山裾は、木を伐ってクサカリバ（草刈

り場）にし、水田に日陰を作らないようにしていま

した。日陰になると稲の生長が遅れるからです。刈

った草は田の肥料や牛馬の飼料にしました。 

山も水田も放置された時期が長く続いたため、草

刈り場は荒れ、その多くが雑木で覆われるようにな

って、イノシシ出没の一因にもなっています。今は

一部で草刈り場の再生が試みられています。 

▮ため池の管理 

昭和 20年代頃までは「新田畑の池」や東畑奥の「平

地の池」では、数年に一度ため池の水を落とし、稚

魚を入れて育てていた池の魚を皆で捕りました。こ

れをイケゴネ（池捏ね）といい、池掃除と水抜けを

防ぐ床締めの役割も果たしていました。 

▮海上の水車 

海上の多度神社下の海上川には、水車小屋があり

ました。ここの水車は米搗き水車でした。水車があ

ったのは戦前のことです。最近まで水車小屋の石組

みが残っていました。海上川をもう少し下ったクル

ミド（物見山への分岐点）にも水車小屋がありまし

た。ここの水車はサバツチから分離した珪砂や長石

を粉砕してイシコを取るイシコ水車で、沢のやや下

流側にありました。このイシコ水車が活躍していた

のも戦前のことでした。 

さらに下流側の四ッ沢（北海上川の合流点）から

現在の海上入口駐車場にかけて２基のイシコ水車が

ありました。昭和 20年代の頃はすでに操業していま

せんでしたが、ここには水車小屋があり、中にトロ

ンミル水車が残っていました。トロンミルは鉄製の

ドラムで、この中に珪砂と長石、粉砕用の玉石を幾

つも入れ、水車の動力を利用して回してイシコにし

ました。子どもたちはこのトロンミルの中に入って

ドラムを振って遊びました。振りが激しくなると、1

回転して上から落ちるという危険なこともありまし

たが、子どもたちにとってはそのスリルも楽しみの

うちでした。      （生活史調査 伊藤 良吉）   


