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  第４３号 
２０１7 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） 

 

祝！ プロジェクト未来遺産登録 

昨年暮れにうれしい知らせがありました。かねてよ

り申請していました「プロジェクト未来遺産 2016」に

登録されたという連絡です。愛知万博の理念と成果の

継承～海上の森・保全活用プロジェクト～を掲げ、過

去２回にわたり応募してきましたが、今回は３度目の

正直で、悲願達成でした。 

これを機に、さらに会の活動の充実と次世代の育成

に力を入れていかなければなりません。100 年後の子

どもたちに何を残していくのか、何を残さねばならな

いのか、そのために今なすべきことは何なのか。 

各グループ、会員一人ひとりが自問自答しながら、

次世代につなげていく活動を地道に続けることが肝要

と考えます。未来遺産登録をどう活かすのか、皆さま

の奮闘をお願いします。    （理事長 浦井 巧） 

 

☆選考委員の先生から祝辞をいただきました！！ 

新しい未来遺産のモデル 
土屋 誠 

海上の森の会の皆さんは、絶滅危惧種や希少種が

多く生息している自然を活用した多様な活動を通

して自然の重要性の理解に努め、環境保全に努力し

ておられます。 

継続的に実施されている自然環境調査、森林の整

備・活用、里山文化の継承活動、農業体験活動など

は、常に多くの参加者を得ながら進められており、

「人と自然の共生」というメッセージを強力に発信

しています。 

 本プロジェクトの活動は単なる自然環境の保全

のみではありません。里山文化の活動を進めつつ、

それらの活動が豊かな自然を基盤としたものであ

るということを訴えようとする特徴ある活動です。

これが未来遺産の新しいモデルになることを期待

するとともに、貴会の益々の発展を祈念いたします。 

（日本ユネスコ協会連盟プロジェクト未来遺産委員） 
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☆４月１日(土) 里のひなまつり 

  里山サテライトにて。参加お待ちしています。 

☆５月 13 日(土) 第８回通常総会 

   あいち海上の森センター研修室にて 10時より。 

✾ ✾  
海上の森の会のフェイスブックを開設しました☺  

すでに多くの方にフォローしていただいています。フェイスブッ

クをお持ちの方は「いいね」｢フォローする｣を押してくださいね。お

持ちでない方も友人､知人､お孫さんに頼んでください。今後、各

グループからの投稿も充実していく予定です。 担当：石川 明博 
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❉海上の森から未来に伝えたいもの、こと     

「子から子へ、この森の姿をいつまでも残したい」     

息子が初めて海上の森を訪れたのは四年程前のこ

とだ。当時４才だった彼は、田んぼのオタマジャクシ

やカエルをみて喜んでいた。そんな彼も小学二年生に

なり、昨年は「里と森の教室」に申し込んでみた。随

分狭き門だったようだが幸いにもすり抜け、昨年一年

を海上の森で田畑と共に過ごすことができた。夏には

ホタルの鑑賞会にでかけた。彼にとって、初めてのホ

タル観賞だ。灯りの無いこの森では、蛍たちが放つ淡

い光の軌跡を余すことなく堪能でき、彼はその神秘的

な姿に感動を覚えた。秋、作物は次々と収穫の時期を

迎える。ラグビーボール大にまで成長したサツマイモ、

親イモのまわりにびっしりと子イモが付いたサトイ

モ、そしてうるち米やもち米。これら里の恵みは、彼

に海上の森の豊かさと自然の偉大さを教えてくれた。 

こんな素敵な一年を、彼と私たち家族に与えてくれ

た海上の森と森の会の皆様には本当に感謝の念に堪

えない。私が願うのは、この森がいつまでも今の姿で

あり続けて欲しいということ。そして、彼が自分の子

供を連れて海上の森を訪れ、「お父さんも小さい頃、こ

の森で遊んだんだ」そんな言葉が聞ける日がやって来

ることである。   （伊藤 弘樹  里と森の教室参加） 

☆参加者の声（平成 28年度里と森の教室修了アンケートより） 

*昔ながらの農と伝統的な暮らしに興味があったので

応募。座学ではなく、実体験できる今回のような教室

にまたぜひ参加したいです。ありがとうございました。 

*自然一杯の中での作業は健康を感じられてとても良

かったです。稲作も昔ながらの作業でこれからもお願

いしたい。 

*畑で学んだことを復習しながら野菜をつくるように

なりました。土づくりの講習があると勉強になります。 

*子どもにお米や野菜がどのように作られるのか教え

たくて参加。作業の大変さも楽しさもひっくるめて、 

貴重な体験をさせて頂き、ありがとうございました。 

「続いて欲しいのは里の教室です」           

どんな人も､海上の緑のトンネルを抜ける間に町か

ら里への気持ちに切り替わる。その不思議な装置がこ

こにはある。入ってしまったら気分は里の人。大人も

子供も長靴はいて､手袋して､さぁ今日は何をする

―？初回におずおずと親に隠れていた子供達が、回を

重ねるごとに前に出て来て、「僕もやりたい！」「私、

やってあげる。」「一人でできるから大丈夫！」と言い

はじめ、大人達も新しい場所で、新しい人達に会い、

次第に解放感と不思議な気の緩みで、次が開けるとい

う感じになる。玉ねぎの皮をむくように、来るたびに

新しい自分が出てくる。そういう気持ちになれるのが

この森だ。ながめているだけの海上はつまらない。畑

に出て、手でさわり、寒さを感じ、暑さを感じ、体を

動かしてみないと楽しさは味わえない。 

どうか、里の教室が長く続きますように。毎年、毎

年、この森で、里山の楽しさを、人生を味わえる人が

増えますように。そして、登山者にとっての山小屋の

ような、ささやかな茶
ち ゃ

店
み せ

がここにできたらいいなぁ。 

（堀 圭子 里づくりグループ） 

「何年先も子どもたちが夢中になる里山を」     

「懐かしいなあ」「全然変わってないね」と里山の風

景を眺めている親子の会話です。話を聞いてみると、

昨年「里と森の教室」に参加し、今年も応募しました

が抽選にもれたと残念がっていました。「里と森の教

室」に参加した子供達にとって、この里山は夢中にな

ってカエルを捕まえたり、しりもちをついて泥んこに

なりながら田植えをしたり、小川で水遊びをしたり、

また畑で土に触れ合いながら野菜の種蒔き・植え付け

から収穫する喜びを学んだり等貴重な体験をした、良

き思い出の多い場所だと思います。 

この子供達が、何年か先にこの里山を訪れた際「懐

かしい」「全然変わってない」との声が聞こえる様に、

「耕地管理」「里と森の教室」の活動を通して里山の自

然と景観を守っていきたいと思います。 

（原田 幹雄 里づくりグループリーダー） 

「未来に残したい海上の森・里山の多様性」     

自然調査のグループは、草木の花、野鳥、蝶、昆虫

などの調査だけではなく、放置していると絶えていく

湿地、珍しい花などを残すために保護作業を続けてい

ます。 

森の空気、せせらぎの音、草木の美しい花、小鳥の

声、蝶の舞い、カエルの声、等々私たちにやすらぎを

あたえてくれる海上の森をこれからの世代に残し伝

えていきたいと思います。 

10年後、20年後、50年後、大人の人達は海上の森

に来て心身をリフレシュし、子供達は自然の中で何か

を感じて楽しんでいる姿が目に浮かぶように。 

（曽我部 紀夫 自然調査グループリーダー） 



想いの共有―「里山コミュニティ～海上の森を将来につなぐ」 

特集１ 海上の森を未来へ。伝えたい､私たちの想いと活動➊ 
 

3 

 

「もう一つの聖地」                

 海上の森が万博開催予定地に上がった時、県・市で

調査した未発掘の埋蔵文化財（116 ヵ所）が問題にな

った。会場の変更によって、結果的には万博新駅予定

地の３基の古窯跡の発掘調査で終わった。広久手第 30

号窯（センター敷地内保存）は陶都千年の歴史の最初

に立ち上ったあな窯（瀬戸市指定文化財）となったの

である。海上の森の数十基の古墳群や古代住居址は未

だ地下に眠っている。どんな未来への遺産なのだろう

か。   （山川 一年 編集担当、里山文化グループ） 

「伝統行事を通して海上の未来に伝えたいこと」               

 四季のイベントとして行われている里の伝統行事

では、行事に欠かせない食材をできるだけ海上で調達

しております。ところが、例えば正月２日に頂く「二

日のトロロ」では地元で大麦を押し麦に加工できず、

市販のものを購入しています。なぜ正月２日にトロロ

を食べるのかといいますと、海上ではトシコシ料理、

オセチ料理をついつい食べ過ぎてもたれた胃を休め

る効果があるからだと言われているのです。私たちが

未来に伝えなければならないのは、行事の次第・様式

（かたち）とその行事の意味すること（こころ）です。

「かたち」は時代のニーズに合わせて変化してもやむ

を得ない部分がありますが、「こころ」は確実に未来へ

伝えていかなければならないと考えております。会報

でもこの「こころ」を逐次、紹介していきます。 

（伊藤 良吉 編集担当、里山文化グループ） 

「自然の中での暮らしから学ぶ」        

現代は豊かさを手に入れ食べるものも調理の仕方

も、追い求める夢も価値観も違った様々な生き方が認

められる時代になりました。しかし、自分に自信が持

てない、夢や希望が持てない人が増えたのも現代社会

であります。季節や天候によって思い通りにならない

自然のなかでの暮らしには、人々が知恵を出し合い協

力して生きていかなければなりませんでした。海上の

森で暮らしてきた先人の知恵から学び、新しい生き方

を模索していってほしい。  （大谷 敏和 編集担当） 

「海上の森の会に課せられた責務」         

 市民が日本自然保護協会、日本野鳥の会及びＷＷ

Ｆ・Ｊの環境３団体の支援を受けて愛知万博による大

規模開発から守った生物多様性に富んだ海上の森で、

海上の森の会が 10 年来続けてきた自然環境保全・里

山文化の継承等の活動がプロジェクト未来遺産に登

録された。これからは、人と自然が共生するこの森を

次世代に引き継いで行く責務が課せられたことを銘

記しなければならない。各地で本来の姿を失いつつあ

る生態系の変化をいち早く察知するためには、同じ場

所を長い間見続けることが必要である。私達は、100年

間続ける「モニタリングサイト 1000」の調査を次世代

にバトンタッチしなければならない。  

 （似内 信彦 編集担当） 

「今ここに在る森のパワーを未来につなぐために」  

 時を経て海上の森の役割は変わってきましたが、今

なお自然豊かな生命を育む森であり、かつての海上の

暮らしの歴史や文化を留める里山です。自然・文化の

“遺産”を引き継ごうと森の会ではさまざまに活動し

ています。万博によって地域はもちろん国内外にもそ

の名を馳せました。光があたることで海上の森は、多

くの人々のエネルギースポットになりました。そう、

守るだけの森でなく、今を生きる私たちやここに棲む

生命たちが元気にコミュニティを紡ぎながら新たな

エネルギーを生み出してこそ、この森を未来につなぐ

ことができると思います。継続のためには多くの人の

多様な関わりが欠かせません。関わる全ての人が海上

の森のメッセンジャーとなる仕組みや仕掛けをつく

っていければ、と会員の方々、海上の森に想いを寄せ

る多くの方に向けて、微力ながら会報編集担当の立場

からエネルギーを送りたいと願っています。 

（浦井 道子 編 

What’s 未来遺産プロジェクト？ 

日本ユネスコの未来遺産運動は、100 年後の子ども

たちに、長い歴史と伝統のもと培われてきた日本の文

化・自然遺産を伝えることを目的としています。2009

年、各地で取組まれている活動を応援するために始ま

ったのが「プロジェクト未来遺産」です。2016年度は

多くの応募の中から５つのプロジェクトが選ばれま

した。海上の森の会の「愛知万博の理念と成果の継承

～海上の森・保全活用プロジェクト～」もその一つで、

多くの人たちを巻き込みながら、活動が展開されてい

る点、特に次世代の育成に力を入れている点におい

て、メッセージ性が高いプロジェクトであることが選

考の理由とされました。「プロジェクト未来遺産」は、

これまでに全 62プロジェクトが選ばれています。       
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☆人と自然の共生国際フォーラムに参加して  

「海上の里の恵み」の実施 

 平成 28年 10月 30日（日）、あいち海上の森センターに

て「人と自然の共生国際フォーラム」が開催されました。

記念すべき10回目の国際フォーラムです。第1回目からブ

ース展示などで参加させていただいてきた海上の森の会で

す。最後となる国際フォーラムで｢里と森の教室｣で獲れた

収穫物で餅つきと鍋のふるまいを行って欲しいというセン

ターからの開催協力の要請に力を惜しむことはできません。 

里のくらしグループリーダーの出口さん、会計の原さん、

センター職員とで、予算や会員のキャパ等あれやこれやと

相談を繰り返し、なんとか開催にこぎつけました。それに

してもセンターでの炊き出しは初めてのことで、当日はと

もかく、要領がわからず準備が大変で、みなさんの負担を

軽減すべく段取りに走り回り、不安にかられながらの毎日

でした。なんといっても問題は衛生面の事です。工作室で

やるのですからね。何度も消毒を繰り返し、スタッフは揃

いのバンダナとマスク着用を徹底して、不特定の人間が調

理の場に入らないように気をつけることとしました。 

そんな私たちに思わぬサプライズが！なんと前日にトヨ

タ自動織機さんから炊き出し用の大鍋を２基頂けることと

なり、見たとたん出口さんと「わぁ～！」と声が出ました。

夢にまで見た簡易の炊き出し鍋でした。急遽予定を変更し

てその鍋を使うことにしました。   

当日はお天気もよく、暖かくて気持ちの良い日でたくさ

んの方が参加してくださいました。鍋は猪鍋と牛鍋の２種

類で、猪鍋の方が人気があり完食となりました。当初は200

杯の予定でしたが、鍋が大きくなったこともあり、器の数

で計算したら400杯は出ていました。 

餅つきも盛況で子供さんが順番を待ってついてくれて、

つきたての餅をほおばってもらいました。心配した衛生面

のことも問題なく、水がふんだんに使えることがこんなに

楽かとみんなの口から何度こぼれたことか。 

初めてのことを勢いでやりきれましたが、本当にスタッ

フの皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。海

上の森の会のみなさんの底力を見た思いです。 

多くの方に楽しんでいただくためには、その下で汗を流

す人間がたくさんいるということです。でも達成感もあり、

心も体も動いてくれた自分を自分で褒めました。そんな私

たちを海上の森は褒めてくれるでしょう。 

                 （事務局 中元 恵子） 

ブース出展 

国際フォーラムに出展したブースでは、名札づくりワー

クショップや海上の森検定を行い、海上の森の会の活動を

記録した DVD「里山コミュニティー～海上の森を将来につ

なぐ」を終日スクリーンで上映しました。 

海上の森検定では、中級に挑戦された参加者が 1名見事

に合格され、「海上の森検定２級合格証」を授与しました。

また、名札づくりワークショップには大勢の親子が参加し

て盛況でした。子どもたちはスタッフの指導を受けて上手

に名札づくりを行なっていました。DVD は辺りが明るいた

め鮮明に映写できなかったことが残念でしたが、DVD を見

て会の活動に興味を持った若い男性１名が海上の森の会に

入会されました。        （事務局 似内 信彦） 
 

記念プレート製作に当たって 

国際フォーラム「人と自然の共生」の活動が10年の節目

を迎えるに当たり、記念プレートの製作が森づくりグルー

プ木工芸教室に依頼されました。関係者で協議の結果、見

やすい大きさを確保できる間伐材ヒノキ（Ｗ1360×Ｈ420）

を使用することとしました。文字は陰刻で彩色し、この森

で自然に親しみ、13年間森づくりに携わった想いを表現す

べく、人は大地を耕し…辰砂
しんしゃ

、自然は緑豊かに…緑青
ろくしょう

、そ

ら等が共に生し合うのを強調、大空の様に澄んだ…群青
ぐんじょう

と

色（岩彩）に意味を持たせました。 

刻字を趣味にしていた小生に製作を任されたので、字(妻

の書＊)は行書体で親しみ易く、彫は深く（ヒノキは彫にく

い）、陰影をみせる様に工夫しました。 

多くの来訪者に親しんで頂ければ幸いです。海上の森の

諸活動が次世代に継承されて、豊かな森で在り続けて欲し

いと願うものであります。  

（木工芸教室 服部 昭三） 
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＊注 プレートの書は書道家 服部華泉先生、服部昭三氏 

 の夫人によるものです。        （布目 勝） 

 

☆海上の里 水路系統図の作成と水車調査から  

 海上の里の整備を進めるにあたっては、その基礎となる

土地がかつてどのように利用されていたかを知る必要があ

りました。里の多くを占める水田は複雑に展開する谷にあ

りました。谷川はすべて海上川に合流するため、灌漑水路

も複雑になります。 

 すでに里の最も下流側になる「下田」とその上手にある

「上田」の水路調査が完了しておりましたので、10月 28日

にはその上流側の現地調査を行いました。ところが、この

区域の水田は放棄されてから永らく経っているため、田の

畦は崩れ、田面は柴草に覆われていて行く手を阻まれ、十

分な確認調査を行うことができませんでした。そこで、か

つての耕地の状況を『土地宝典』や「都市計画原図」で確

認し、次回の現地調査は草が枯れた頃に行うことにしてお

ります。 

 水車調査は、11 月 11 日に山口郷土資料館で館長の鈴木

真人さんからの聞書きと上之山の現地確認を皮切りに、そ

の後も数回にわたって調査を行いました。海上に水車があ

ったのは戦前のことであったため、調査の範囲を山口地区

全域に広げ、調査も無事完了しました。 

（里山文化グループ 生活史調査 山川一年・伊藤良吉） 

  

☆運営会議の記録 

第５回（10月 21日） 

１．「第 10回人と自然の共生国際フォーラム」２日目の10

月 30日に海上の森センターで開催される「海上の里の

恵み（餅つきや鍋）」及びブース出展のスタッフ及びス

ケジュール案を了承した。 

２．「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」に係わる図面作成・水車復元文献調査

及び現地調査及び報告書作成について経過報告が行わ

れた。 

３．平成28年度収支決算は、経常収入489万円、経常支出

515万円の見込みで税引き後の当期財産増減額は50万

円減となり、平成 29 年度予算は、委託費 10％減額と

した収入見込み 461万円、支出見込み 534万円税引き

後の収支は 96 万円減の見込みとなるとの説明が行わ

れ、不要の支出を自粛し経費節減に努めるとともに会

員を増やすことへの協力が要請された。 

４．10 月 17 日に海上の森サテライトで実施された、日本

ユネスコ協会連盟「日本文化を未来に伝える未来遺産

運動」登録申請の第２次審査ついて報告が行われた。

30団体が申請し、10団体が第２次審査を受けると紹介

された。 

海上の森の会は 12 月 7 日の最終審査で「プロジェ

クト未来遺産2016」に登録決定された。   

第６回（11月 24日） 

１．11月 27日の「収穫感謝祭」のスケジュール・役割分担

を決めた。 

２．「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」に係わる水車復元文献調査報告及び「昭

和 34年土地宝典」による海上の里現況図の紹介が行わ

れた。 

３．「人と自然の共生国際フォーラム」の終了に伴い有志に

よる「海上の森フォーラム」の設立総会開催について

案内があった。 

第７回（1月９日） 

１．「プロジェクト未来遺産 2016」の登録伝達式を２月 25

日午後 1時から海上の森センターで挙行する。記念イ

ベント・特別展示等について検討した。 

２．海上の里の水路系統図の測量を１月22日に実施するこ

とを決めた。 

３．第８回通常総会を５月13日に海上の森センターで行う

こととした。 

４.４年間継続実施した森林山村多面的機能発揮対策事業

は、28年度で終了する。   （理事 似内 信彦） 

 

☆定例活動日の記録 

11月の活動日には26日に里の草刈りを行い、12月は 23

日に行われた四季のイベント「正月準備とオコズナ撒き」

に合流しました。１月は22日に水路調査と溝浚いを行いま

した。最近は参加者が少数固定化の傾向にあり、交流の輪

を広げたいという当初の理念からかけ離れてきております。

多くの方々の参加を強く希望します。        

（事務局 原 秀男） 
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自然調査グループ 

屋戸湿地の保全活動作業                                 

12 月 15 日に定例季節調査の後、本年度の屋戸湿

地の草刈作業を愛知県自然環境課と協働で実施しま

した。30～40cmに伸びた草を刈り込みます。放置し

ておくと湿地が草原化していき、湿地でなくなりま

す。刈り込んだ草の下には来春の草花の芽が見えま

す。ハルリンドウの新芽もチラホラ発見されました。

来年の４月初、中旬にはハルリンドウの花が咲き誇

るでしょう。自然調査グループでは環境保全活動と

して屋戸湿地の草刈の他、スミレサイシン自生地の

草刈、落葉清掃なども行っています。  

（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 

５月 22日から始まりました里と森の教室も 12月

11 日に 10 回目を無事に終えることが出来ました。

今年の開催日は天候に恵まれました。特に 11 月の

サトイモ掘りは昨年、一昨年と小雨のなかで行いま

したが、今年は雲一つない快晴の中での作業でした。 

第８回は 10 月 16 日

30名(15家族)スタッフ

16名。稲架掛けをした

稲を脱穀機で脱穀しま

した。またコンバイン

にて７畝の田を稲刈

り・脱穀しました。稲架

の撤去は参加者の方で行いました。 

第９回は 11 月 13 日 23 名(12 家族)スタッフ 13

名。午前はサトイモ掘り・来年の種芋の保存作業を

行いました。午後はタマネギの植え付け、エンドウ

の種蒔き、ニンジン・ゴボウの収穫を行いました。 

第 10 回は 12 月 11 日 22 名(11 家族)スタッフ９

名。午前はホダ木作り・燻炭作り・落ち葉かきを行

いました。またスイカ作付け準備作業も行いました。

慣れない手つきでノコギ

リを持ち、ホダ木の原木

と格闘している子どもや

お母さんの姿が印象的で

した。また燻炭作りの際

に焼き芋を作り全員に食

べてもらいました。大変美味しかった

です。落ち葉は下田の田に散布しました。 

午後は、燻炭の袋詰め・野菜の収穫を行いました。

最後に浦井理事長と海上の森センター高木氏に閉め

の挨拶をして頂き、「里と森の教室」を終了しました。 

参加者全員のアンケートは、今後の活動に活かし

ていきたいと思います。 

（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 

林野庁による助成活動の間伐作業は、新規地域で

展開中です。申請面積は 1.4ha（第１ゾーン 1.26ha）

で、第 2ゾーンの一部の雑草、雑木、枯れ木等の伐

採はほぼ９割を 11 月中に完了し、引き続いて桧の

間伐を開始します。ここは予想以上に高低差があり

日数を要しましたが、グループ員の強い意思により

終了しました。心より感謝します。12月末に約 1.3ha

を完了しました（第 2ゾーンも含む）。２月末日迄に

間伐も含めて 1.4haをすべて完了する予定です。 

新規地域について改めて説明します。全域 5.66ha

（第1～第5ゾーンに区分）。センターとの協議の上、

多度神社近くの「ふれあいの里」に含まれる地域で

す。ほぼ 10ケ年計画で整備します。サテライトを中

心に森、竹等も整備し、景観を良くし、散策者、子

供達そして会員にも喜ばれる里山地域にしたいと考

えています。会員よりも意見を出して頂き、検討し、

より良い方向に進めていきましょう。  

       （グループリーダー 平野 幸治） 

脱穀風景 

ホダ木作り 

サトイモ掘り ハルリンドウ        屋戸湿地の草刈作業 
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森の教室  

「人工林の間伐と丸太ベンチ造り」開催 

11 月 27 日は収穫感謝祭と日程が重なり予定者が

少数で、また降雨の予報で開催が危ぶまれましたが、

参加予定者７名

（内子ども１名）

が集まり“実施希

望” の声に押され

スタートに踏切り

ました。講師から

森の話と注意事項

を学んだ後、サテライト裏の人工林でヒノキ４本の

間伐体験をしました。午後からは強い雨となったた

め場所を製材小屋に移し丸太ベンチ造りに取り組み

ました。皮ムキすると美しい木肌が現れ芳香が漂う

中、１台のベンチが完成しました。雨の中ガンバリ

抜いた達成感を味わい閉会しました。  

  （リーダー 布目 勝） 
 

里山文化グループ・里のくらし～四季のイベント 

11月 27日 収穫感謝祭 曇のち雨 38名参加 

ソバ打ち、餅搗き、芋焼き、猪鍋など。 

12月 23日 正月準備 曇のち晴 31名参加 

門松立て､オコズナ撒き､餅搗きと鏡餅､焼猪肉など。 

１月９日 正月行事 どんど焼き 晴 22名参加  

二日のトロロ、七草粥、ぜんざい、炊き込みご飯、

焼猪肉、みたらし団子など。 

イベントを通して里の良いところを楽しく伝えて

いきたいと思います。子育て中の方、子育てのおす

みの方是非ご参加ください。 

（グループリーダー 出口 なほ子） 

学生発！海上の森 

海上の森ツアーを企画して 
 

私の所属している名古屋わかもの会議は、「わかも

のと街の共創サイクルを作る」をコンセプトに活動

しています。私は、高校生の頃に COP10(生物多様性

条約第 10 回締約国会議)に参加したことで、環境や

生物多様性に関心を持つようになりました。それで

昨年 10月 29．30日に開催された『第 10回人と自然

の共生国際フォーラム』で、まずは若者に海上の森を

知ってもらおうと、NPO法人海上の森の会の協力を得

て「海上の森ツアー」を企画しました。 

「海上の森ツアー」当日の参加者は大学生を中心

に約 10名あり、環境活動に取り組んでいる学生、海

上の森に初めて来た人など様々でした。 

海上の森をずっと守ってきた人、歴史を知ってい

る人、愛している人、様々な海上の森に関わっている

人たちと出会い、今まで見たことのなかった風景や、

名古屋近郊で貴重な植物の存在に気づかされ、有意

義な時間になりました。特に、地層によってどんな植

物が育つのか、一目瞭然で見ることができ、参加者も

興味津々でした。さらには、平安時代に使用されてい

た窯を見ることもでき、海上の森で営まれていた文

化に少しながら触れることもできました。 

本企画は一部の学生にしか発信できず、ＰＲの方

法などが大きな反省点でした。もっと多くの若者と

一緒に海上の森を訪れ、すばらしさを肌で感じても

らうことで、若者自身から海上の森の魅力に気づき、

発信し、そのバトンを私たちの子ども、孫へともつな

いでいきたいと思います。 

今後も海上の森の会の皆さんや、海上の森に関わ

っている方と一緒に魅力発信に取り組んでいき、引

き続き、頑張っていきます！ 

 

 

 

（名古屋わかもの会議 水野 翔太) 
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海上の森の会 活動予定    2017年２～４月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 グループ 

 

 

 

２ 

 

里づくり・耕地管理 
1,8 各水曜 溝さらえ・タマネギ追肥 

25（土） 水路整備 
9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然環境調査 2,9,16,23 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) 4(土),7(火),18(土),21(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 12(日),15(水) ,26(日) 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

プロジェクト未来遺産 2016 登録証伝達式 

★定例活動日（全体）円卓会議 
25（土） 

13:00～ 

14:00～16:00 

海上の森セン

ター研修室 
全員参加 

 

 

 

 

 

３ 

 

里づくり・耕地管理 
1,8 各水曜 水路整備・畑の耕耘 

18,25各土曜,29(水) 田畑の耕耘  
9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然環境調査 2,9,16,23,30 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) 4(土),7(火),18(土),21(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 12(日),15(水) ,26(日) 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

里と森の教室 ※自主参加日 12(日) シイタケの菌打ち 9:00～12:00 里山サテライト 里づくり 

コケの観察会 講師 会員 のだ ふみさん 25（土） ※参加費 100 円 9:30～12:30 入口駐車場 自然調査 

★定例活動日（全体） 25（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) 1(土),4(火),15(土),18(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

四季のイベント・ひな祭り  

        おこしもんづくり 
1(土) 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 2(日)  ４～11 月各第 1 日曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

里づくり・耕地管理 5,12,19 各水曜、22(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 

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 

★定例活動日（全体） 22 (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・・・・・・・・「海上の思い出」 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 
 
 

 

 

 

 

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 
Emai 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 

 皆さんこんにちは。海上の森へようこそいらしゃいました。土日以外では静

かな時が流れていると思います。私が住んでいた昭和 30 年代前半は住民の数

も多く賑やかな海上の部落でした。私の同級生は４名、兄の同級生も５～６名

いて子供の声が聞こえる活気のある部落だったと思います。祭りの時の母親達

が化粧をして「おてもやん」を踊る写真があり部落全体で生活を楽しんでいた

と考えます。砂防池（大正池）に通じる川の上流で滝がありその下の川を堰と

めて天然のプールを作り子ども達が遊んでいた思い出が浮かびます。その滝も

山津波で崩れ今ではどこにあったかも分からなくなりました。この集中豪雨で

は我が家の裏山が土石流となって母屋と小屋が流され、おふくろも巻き込まれ

そうになったことを避難していた弘法堂からみて恐怖心を覚えました。海上の

道も低学年の私にとっては、今と違い木が覆い茂り怖い気がしましたが、楽し

みもありました。大きな風呂敷包の菓子売りや紙風船をくれる富山の薬売

り・・・。今は皆様の力で海上の森が守られていることを痛感しています。 

（案内巡視グループ 鈴木 正司） 

 

 

 



「海上いま、むかし」 
 

㉞山口川水系の石粉水車 

前号で「海上の水車」についてふれられていたが、

さらに山口川水系の石粉水車について述べてみよう。 
 

┃石粉の生産  

 明治新政府の殖産興業政策が進められる中、尾張

地方で急速に発展したのが一宮・尾西地方の紡績・

織物と瀬戸地域の陶磁器産業であった。ともに在来

工業としての歴史をもち、西欧技術の導入により急

速な近代化を進め、主要輸出産業品に成長していっ

たのである。 

 増大する磁器製品やガラス製品の原料となったの

が、猿投山周辺に分布する天然珪砂とか「サバ（砂

婆）」と呼ばれた豊富な風化花崗岩であった。これを

猿投山水系の水車を動力として粉末とし、磁器の場

合は蛙目粘土と混合して原料土として使用したので

ある。 

 明治 18（1885）年に「石粉・硝子粉協同組合」が

赤津村と山口村に誕生、この両地区が石粉生産の中

心となっていった。同 37（1904）年、名古屋に日本

陶器会社（後のノリタケ）が誕生、同じ頃山口地区

に優良な蛙目鉱床が発見されて日本陶器の山口工場

が進出することとなった。大正初期の頃、山口川水

系の水車棟数 34軒、杵数 428本を数えた。 

┃トロミルの導入 

 大正 10（1921）年前後の頃にトロミル（瀬戸では

トロンミルと呼称）という円筒型の鉄製ボールミル

を水車に取り付けた装置が普及、生産能力の向上と

粉塵による珪肺を減少させることとなった。従来の

石粉水車は水量と落差を利用して回転させ、心棒に

連動した杵を使用して石臼のサバを粉砕するもので

あった。水車の直径は 12 尺（約 3.6ｍ）か 15 尺

 

    猿投神社登山道にある復元された石粉水車    

（約 4.5ｍ）のものが一般的で、左右に配する石臼 

は最大で 16 本張りなどと呼ぶ杵数の多いものまで

あった。新たなトロミルは内部を張り石した鉄製ミ

ルの中に水を加えたサバと玉石を投入して回転させ

その衝撃で原砂を砕くものであった。さらに同時期

に電力利用が普及し、水車を使用しない瀬戸市街地

への工場立地も始まった。 

┃山田珪砂山健商店 

 大正２（1913）年、愛知郡幡山村大字山口字大坪

の山田健治が発起人となって大字山口字田中に瓦斯

発動機（35馬力）と水力（13馬力）併用の工場設立

の願書が愛知県に提出、７月に許可されている。株

主として他に山田広三郎・金谷啓太郎・山田兼三郎

の３名が名を連ねている。後山田健治は独立、トロ

ミルに切り替え日産 200俵を生産した。山田兼三郎

も字大坪で独立した。山田健治は身内３人で山一・

山二・山三商店を掲げて操業したという代表的経営

者であった。 

┃山口川の石粉水車 

 昭和初期に山口堰堤が完成、その上流の赤津川水

系には約 80軒の水車小屋が稼働（大正期）していた。

山口川と呼称が変わるその下流では、堰堤から引水

する左岸（東側）の一の井沿いに３基が、現屋戸橋

付近の右岸（西側）から川沿いに引水された二の井

に３基の水車が立地、さらにその下流で八幡川・今

林川の支流合流点付近にもその水量と落差を利用し

た４基の石粉水車が稼働していた。 

 

今回の水車調査では、山口郷土資料館長鈴木真人

氏の教示を得ることができた。ここに記して感謝の

意を表します。  

（生活史調査 伊藤 良吉・山川 一年） 

瀬戸市山口にあった水車の位置 



 

 

  

 

 

 

もうすぐ春です。春を感じると越冬したチョウたちが日向ぼっこして活動し始めます。 

   

テングチョウ（タテハチョウ科） 

 成虫のまま越冬し早春陽当たり

のいい林道で日向ぼっこしていま

す。前方に下唇ひげ(ﾊﾟﾙﾋﾟ)と呼ば

れる突起があり、天狗に見立てて名

付けられました。幼虫はエノキが好

きで、時に木が丸坊主になります。 

ルリタテハ（タテハチョウ科） 

早春のチョウは成虫越冬が多く

このチョウも成虫越冬です。名前

はこの瑠璃色が由来です。花の蜜

より樹液が好きで糞などにも止ま

っています、広いところで縄張り

を持ち他のオスを追い立てます。 

ツマキチョウ（シロチョウ科） 

 夏から冬の長い間蛹で過ごし、

春のみ現れるチョウです。これは

メスなので白いですが、オスは翅

の先が橙色で名前の由来になっ

ています。ナズナやタネツケバナ

に卵を産みつけます。 

   

ベニシジミ（シジミチョウ科） 

 幼虫で越冬し年に３～５回発生

します。夏に発生するものはもっ

と黒っぽく見えます。写真の通り

半開きで止まることが多いです。

草地にいることが多くオレンジ色

で低いところをよく飛び回り、幼

虫はスイバやギシギシを食草とし

ています。 

ルリシジミ（シジミチョウ科） 

このチョウは蛹で越冬し、年３

～４回草地を飛び回ります。メス

は黒っぽいですが、オスは写真の

ようなルリ色でとても綺麗です。

花を吸蜜しますが、良く地面で吸

水しています。幼虫の食草はマメ

科（フジ）タデ科（イタドリ）な

どの植物です。 

ムラサキシジミ(シジミチョウ科) 

 成虫越冬し､年に２～４回発生 

します。林の近くで見られ､幼虫

の食草はアラカシ、コナラなど

で、幼虫は大きくなると葉の巣

を作り蜜の様なものを分泌しア

リを集め分泌物の作用により奴

隷のように護衛にします。 

写真・文  石川 明博 

 

 

 

 

 

 

 

           

海上の森エトセトラ                  自然調査グループ 

春のはじまり 

落地生根･･･種は落ちた場所に根を生やす。春になって芽を出し、いつか青々とした葉を茂らせ大樹と

なりその場所で生きていく。 

春がやって来るというのは冬を堪え忍んだ枝葉が古びた一年の殻を破って空へ空へ明るい光の方へと

伸びていくことなのです。森林は初心者にとって理解が難しい。同じ場所へ季節を違えて訪問することに

より糸口がみつかるのか！まずは視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感を働かせ草木と対話ができるよう

になれば喜びです。                           （濱田 美枝子） 


