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2017 年４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） 
 

 

愛知県初 プロジェクト未来遺産登録から新たなスタート

２月 25日快晴。私たち海上の森の会は、栄えあるプ

ロジェクト未来遺産 2016 登録証が授与されました。

授与式にあたり、まず未来遺産運動を主催する日本ユ

ネスコ協会連盟の尼子様より、「100年後の子どもたち

に地域の文化や自然を残し伝える目的から８年目と

なる今年は、個人・企業も一緒に運動に参加してもら

おうという第２段階を迎えました。登録を機に企業の

活動協力の申し出などの関わりが生まれることでし

ょう。全国のモデルとして海上の森の会を広く紹介し

ていきたい」と心強いメッセージをいただきました。 

 次に、選考委員の土屋様より選考の理由について、

「自然の調査の蓄積など基礎的な取組みがされてい

る点、そして各部門が連携して大都市に近い自然を守

り、さまざまな触れ合いの場を持つ多岐に亘る点が評

価されました。これらの取組みが今後子どもや学生な

ど若者たちに継承されていくことを祈念して登録と

なりました」とのお言葉をいただきました。 

その後、浦井理事長が「愛知万博の理念である自然

の叡智を継承していくために県と協働して、会員のみ

なさまと共に活動してきたことがこうした評価につ

ながりました。未来遺産登録の重みを痛感し、13年目

となる会の新たなスタートにしましょう」などとお礼

を述べました。その後、登録証伝達式が行われ、土屋

様から代表の浦井理事長に登録証が渡されました。 

当日は３名の来賓をお迎えし、祝辞をいただきまし

た。伊藤瀬戸市長より、「愛知県第１号で大変名誉。13

年間の活動に敬意を表します。瀬戸市はやきものだけ

でない、大都市に近い自然いっぱいのまちであるとい

う誇りを再確認できました。今後の支援を約束します」

と嬉しいお言葉を頂戴しました。 

名古屋ユネスコ協会事務局長安達様は「愛知万博に

は 25 回通い、今回の登録を機に海上の森を何回か歩

きました。万博記念の原点の森であり、今後は名古屋

ユネスコとしても協力したい」と述べられました。 

小林あいち海上の森センター所長からは「協働で取

組んできた県としても嬉しい限りです。親切、丁寧な

会員の方々の地道な努力が実を結んだもの。次なる 10

年、県は“つづける､つながる､ひろげる”ために会と

共に取組んでいきたいと考えます」とのお言葉をいた

だきました。        （編集担当 浦井 道子）      

★5 月 13 日(土) 第 8 回通常総会 

  10:00～ あいち海上の森センター研修室 

★6 月 17 日(土) 四季のイベント・ホタル鑑賞会 

  18:00～21:00 ※参加申し込みは事務局まで 
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❉海上の森から未来に伝えたいもの、こと     

「100年後の子どもたちに何が伝えられるか」      

海上の森が、万博予定地から“里山の学びと交流の

森”として活用することに変わった。同時に、“森を守

り、親しむ人々の集まり”として「森の会」が設立さ

れ、私も入会した。2004年 12月のことである。以後、

自然調査グループの一人として調査学習会やツアー案

内など、会の運営に微力ながら係ってきた。 

このたび、会の活動が「プロジェクト未来遺産」に

登録されたとのこと。素直に喜ぶべきと思う一方、こ

の事業の目的が、“100年後の子どもたちに地域の文化

や自然を残し伝えていく”となっており、同時に重い

課題を与えられた様にも思う。 

会が発足してから 10年余、万博の熱気も冷めた今、

“海上の森の保全がどうあるべきか、そこに係る森の

会はどうあるべきか”を新たに考える時期に来ている

のではないだろうか。そして 100年後の子どもたちに

“何を伝えるか、何が伝えられるか”を真剣に考えな

ければならないと思う。 

（池藤 栄 自然調査グループ）  

「“フィールド ポテンシャル”」          

 私は長い間森の会調査グループに参加させていただ

き、主に植物の指導をいただいております。普段のフ 

ィールドは豊田市自然観察の森です。この森で、森の 

手入れ、お客様への案内、生き物調査の各ボランティ 

アグループ活動をやっております。 

生き物調査グループでは主に植物調査をまとめてお

ります。植物相調査をはじめて８年目になります。平

成 28年の確認種は木本（127 種）、草本(241 種) （イ

ネ科、カヤツリグサ科、シダ、コケを除く）でした。 

地続きであるのに、豊田の森にはない環境が海上の 

森には存在することを、海上に入るようになって間も 

なく直感しました。チャート礫が広範囲に存在し、花 

崗岩粘土層と礫層の間から湧水がしみだす崖にびっく

りしました。この湧水があつまると思われる屋戸川、 

吉田川の水量は多く、水温も低く感じられました。湧 

水湿地もあちこちにあることを知りました。  

調査を進めるうちに、豊田にない樹種が気になって 

きました。海上にあって豊田にない樹種のほとんどが 

冷温帯性であることを図鑑で知りました。海上 28 年 

木本確認種の約９％が冷温帯性で、豊田市自然観察の 

森には冷温帯性は存在しないのです。海上の森、豊田 

市自然観察の森の違いは水環境の差ではないでしょう 

か。東海丘陵要素植物と同じように丘陵地の湿地やそ

の周辺など、他の植物が入れない厳しい環境に適応し

た種が、寒い時代から遺存したのではないでしょうか。 

先日海上の森センターの講演会で、40か所以上の湧

水湿地が存在し、230 種以上の植物が確認されている

ことを知りました。これは物凄い field potential (可

能性、資産)です。私たちはそのほんの一部しか知りま

せん。保護、保全のためにはチャート礫、粘土層地質、 

湧水湿地をもっと良く知って、人々に伝えていかなけ

ればなりません。フィールド ポテンシャルであること 

を強く認識し、もっともっと勉強しましょう。 

 (坪井 晋吾 自然調査グループ) 

「未来に伝えたい自然豊かな海上の森」       

未来に伝承すべき遺産とし、100年後の子どもたち 

に自然を残し伝えていく記念の森として「プロジェク

ト未来遺産 2016」に海上の森の会が登録されました。 

海上の森は 2005 年万博会場予定地でしたが貴重な

オオタカの営巣が確認され瀬戸会場として一部のみ開

発がされただけで植物・昆虫・野鳥は多種類が観察さ

れる自然豊かな森として残されました。 

この森を自然ウォッチング等の観察会や自然環境調

査等に参加して自然の豊かさに喜びと楽しさを感じて

親しむ機会を多く開催し、海上の森を訪れてもらうこ

とにより未来へ伝えることができるのではないでしょ

うか。 

 温暖化による気温変化で開花時期が早まったり遅く

なったりと現在 10 日前後ずれてきております。この

自然の変化を回数多く定期的に訪れることで知ること

ができます。 

定期的な自然環境調査による植物・昆虫・野鳥の調

査データを残すことで、未来に継承ができると思いま

す。             （木原 紀英  自然調査グループ） 

「未来遺産 2016に登録されて」           

愛・地球博の理念「自然の叡智」のもと、ここ海上

の森で、会員が額に汗をかき、歩き、文化の継承を続

け、また数多く会合を持って、現在迄、活動を行って

います。そのことが今回の未来遺産 2016 の登録に至

ったと思います。 

このことは会員のみならず、市民、県民の皆様にも
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大きな誇りとなりました。従いまして、将来も現在の

活動を自信を持って、実践することが大切なことです。 

しかし、森は生きています。守るべきこと、手を入

れるべきことを時には外部の知恵を借りることも必要

です。同時に広く若い人材を勧誘することも差し迫っ

た森の会の大きな課題であります。 

（平野 幸治 森づくりグループリーダー）  

「森で遊び、学び、森を守る作業と達成感を大切に」                  

森林(もり)づくりの間伐作業が進み、それまでかく

れていたヤマザクラなどが姿を現してきて遠目の景観

がとても美しくなってきました。さらには暗かった森

に空が透けて見えるようになり、筋状に差し込む太陽

の恵みを受けてカンアオイが増えてきました。早速フ

ワフワ飛んでいるアサギマダラを見掛けるようになり

ました。タラノキも増えてきて人間も森の恵みを頂い

ています。またコアジサイが咲く頃には青色の群集が

広がり目を楽しませてくれます。 

私がとても愛しい思いを寄せて、見守っているウワ

ミズザクラがあります。この木の近くに作業が進むの

には２年程かかりましたが、除伐で現われてきた根元

を見て驚きました。地面を這うように放射状に枝を伸

ばし、厳しい環境の中で必死に生きてきた様子が手に

取るように解りました。健気で愛おしくてたまりませ

ん。花が咲く頃には道行く人に見て頂けるように、対

岸の延びたササを刈り取りました。 

先日、100 年後の子どもたちに伝えていく未来遺産

に登録されたことで、今までのように自分だけが楽し

く自己満足で作業を終るのではなく、この生きている

森を次の世代、その先の子どもたちに引き継ぎ守って

いくためにはどのようにすべきかと考えます。それは、

子どもたちが森で遊び、学び、森を守る作業をした時

に大きな達成感を感じられることが大切だと思います。

このような経験ができる機会を多く作っていきたいも

のです。     （長谷川 美恵子  森づくりグループ） 

「子どもたちに里山暮らし体験をさせたい」     

海上の森の里もその昔、子どもたちは暮らしの中で、

自然あそびを覚え、楽しみ、子どもたち同士であそび

文化を創り出してきた（「海上いまむかし㉘」『海上の

森だより』37 号）。しかし海上の森の里に暮す子ども

が一人減り、二人減り、今は、里に暮らす子どもはい

ない。子どもあそび文化の継承はどうなるのだろう。 

海上の森の里に「心のふるさとづくり」「子どもあそ

び文化を繋ごう」と森っ子クラブ“あそび村”を 7年

前開村した。そこでは子どもも大人も大きな笑い声が

あり、ひみつ基地を探し、自然あそびで楽しんだもの

だが、子どもの成長、子ども会員減少と時の流れには

やはり逆らえず、今は寂しい限りである。里で暮らし

ながら里山で自然あそびを創り出す子どもたちを蘇ら

せることができればと思う。せめてその昔の里山暮ら

し体験を学校や都会暮らしの子どもたちにさせたい。

森っ子クラブ“あそび村”で「子どもあそび文化」を

生かし続けたいものだ。  

（大澤 秀文 森づくりグループ 元あそび村村長） 

「里山サテライト・かたりべの家」                                

海上の森に建っていた築 100 年ぐらい前の民家が、

里山を訪れる人たちの休憩所として、みんなの熱意と

努力で今の場所に移築・復元されました。里山サテラ

イトのような伝統的な木造の建物の多くは、地元の材

料を使って建てられてきました。瓦は赤津瓦、木材は

近くの桧、杉、松、土壁は竹と近くの山土などです。建

て方にも工夫が見られます。木と木を組み合わせて建

てられるので、釘とかボルトなどの金物はあまり使わ

れていません。丁寧に解体すればまた同じように組み

建てたり、柱に使われた材料を他の箇所に使ったりと、

材料のリユースが行われています。木材は湿気に弱い

とされています。腐ったりしやすい箇所では、材料は

あらかじめ交換できるような工夫をして建てられても

います。長い年月をかけ、その土地の気候・風土に適し

た構法が生み出され、改良され、継承されてきました。

古いと言って簡単に捨てずに、先人に学び、限られた

資源を大切に、100年、200年使い続けましょう。 

         （三輪 邦夫 里山文化グループ） 

古民家（里山サテライト）完成式  2005.3.21 
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☆森林・山村多面的機能発揮事業を終えて  

 2013年度から始まった「森林・山村多面的機能発揮事業」

は、主に里山の森づくり活動という終わりのない持続的な

活動（古来より里の生活資源確保の必要不可欠な作業）に向

けた支援であると考えています。今回事業によって、特に作

業目標を皆で確認し合うことができ、荒廃した森への侵入

竹林伐採などにも挑戦できました。 

その支援事業は終わりますが、森づくり活動に対し「次の

ステップアップした活動に向けて進めてください」と心強

い応援の言葉をもらったと思っています。 

2016 年度から新たな次のステップ「ふれあいの里」区分

内に「5.66ha森づくり 10年構想」を計画し、1年目は海上

の里の耕地南斜面から尾根へ向けたヒノキと落葉広葉樹を

中心とした森づくりです。 

 ところが当初から大変な作業の連続です。すぐに森の中

に入れません。数年前のカシノナガキクイムシによるコナ

ラ、アベマキの倒木や枯木、人工林の中は真っ暗で枯れた

樹々、終日これらの伐倒作業です。また、尾根付近からの土

砂崩れや、そのおそれがある現場の多さです。 

  枯れた大木の伐倒             土砂崩れ現場 

土砂崩壊補修や土砂の流出防止作業も重要な作業になり

ました。一方、森の中で大きなツブラジイ林のうれしい景観

を味わうこともできます。森づくり 10 年構想は始まったば

かりですが、美しい森に変貌していく期待も大いに膨らみ

ます。        （森づくりグループ 大澤 秀文） 

 

☆海上の里 水路系統図の作成と水車調査を終えて  

 たびたびお伝えしてきましたオータケ記念愛知県自然環

境保護基金の助成を受けて行いました、水利系統図、整備計

画、水車復元の基本調査は３月末に無事終了し、報告書にま

とめることができました。 

この調査を踏まえ、これからの海上の里の耕作地活用と

水の利活用に役立てることができればと願っております。

水路系統の現状と水車の復元につきましては、引き続き調

査をする予定です。なお、提出した報告書控えは会の事務所

で保管しており、ＨＰでも閲覧可能です。 （編集担当） 

 

☆会議の記録 

平成 28年度第３回理事会（３月７日） 

１．平成 28 年度事業報告・決算見込み、平成 29 年度事業

計画案・予算案について、審議しました。 

２．「プロジェクト未来遺産 2016」登録を記念して、海上の

森の会記録集編纂事業と海上の里水車復元整備計画策

定を未来遺産関連事業として行うことを承認しました。 

３．昨年発足した「あいち海上の森フォーラム」の加入につ

いて審議し、加入を決定しました。 

４．森づくりグループから、平成 29年度あいち森と緑づく

り環境活動・学習推進事業に応募したとの報告が行われ

ました。 

５．里山文化グル-プからサテライトの鍵当番担当者が少な

くなったので、各グループから応援して欲しいとの要望

があり、各グループで協力することにしました。 

平成 29年度第１回理事会（４月 10日） 

１．平成 28 年度事業報告並びに決算報告について審議し、

承認しました。 

２．平成 29 年度事業計画案並びに予算案について審議し、

承認しました。プロジェクト未来遺産登録の記念事業と

して海上の森の会の活動記録集の作成を行なうことに

しましたので、会員皆様のご協力をお願いします。 

３．平成 29年度役員選任(案)について、承認しました。 

意見交換会（グループ円卓会議）（２月 25日） 

プロジェクト未来遺産 2016登録伝達式終了後、引き続い

て来賓の小林あいち海上の森センター所長・土屋琉球大名

誉教授・日本ユネスコ協会連盟尼子様・名古屋ユネスコ協会

安達様の皆様も参加され、意見交換会を開催しました。意見

交換会では、海上の森の会のプロジェクト未来遺産登録の

記念事業として、活動記録集の作成が提案されました。 

第２回海上の森運営協議会（３月 22日） 

１．平成 28年度海上の森保全活用事業の取組状況について 

報告が行われました。 

２．海上の森自然環境保全地域維持管理事業について愛知

県自然環境課から報告されました。 

３．海上の森保全活用計画 2025の進捗管理について協議し

ました。 

４．平成 29年度海上の森保全活用事業の実施計画について

協議しました。 
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海上の森運営協議会は、海上の森の会委員を含む 12 名

の委員で構成、年２回開催され、海上の森における保全と活

用の取組みの推進及びあいち海上の森センターの適正な運

営等について協議するものです。  （理事 似内 信彦） 

 

☆定例活動日の記録 

新しい試みですが、２月は 25日の「プロジェクト未来遺

産 2016」登録伝達式と円卓会議に、３月は 25日の「苔の観

察会」に参加してもらいました。 

４月は 22日に、里の草刈を行いました。草払い機では草

刈りのできない里の耕地のイノシシ除けワイヤーネット柵

基部に防草シートを張り、これにピン留めをする作業も行

いました。定例活動日は毎月最終土曜日です。会員の皆様、

振るってご参加下さい。     （事務局 原 秀男） 

 

☆里山サテライトに「かたりべの家」のプレート設置 

「プロジェクト未来遺産 2016」登録を記念して、１月 18

日に里山サテライト玄関口に壁掛け時計を設置し、４月９

日には同所に里山サテライトの愛称「かたりべの家」のプレ

ートを設置しました。ヒノキの間伐材を利用したプレート

の製作は、森づくりグループ木工芸教室が担当し、書は書道

家の服部華泉先生にお願いしました。 

折あるごとに、「かたりべの家」に集い、海上の森の自然

や文化、私たちの海上の森への想いを、のちのちの代まで語

り継いでいきたいものです。       （事務局 原 秀男） 

この「かたりべの家」は、あいち海上の森センターが 2006

年のオープンを記念して、里山サテライトの愛称を全国に

募集し、選定されたものです。命名者は大阪府高槻市の池永

一広氏で、選定理由は「海上の森や里の歴史・自然などを語

り紹介するとともに、里山保全活動の学習や交流の場とし

て、多くの人が集まり、語り合う施設にふさわしい。また、

移築復元された古民家ともなじみ、親しみやすい名前であ

る」ということでした。           （編集担当） 

   

サテライトに設置された「かたりべの家」のプレート 

新しい管理計画が始まりました！ 

平成 28年度第２回海上の森運営協議会傍聴記 

「あなたは海上の森運営協議会を傍聴したことがあり

ますか？」 

会員になって日常的に活動しているみなさん、活動して

いなくてもイベントには参加しているみなさん、海上の森

が自然豊かで楽しい場所になってほしいと願っていますよ

ね？「もちろん！」という答えが返ってきそうです。では、

そのためには何が必要ですか？わたしは、海上の森を愛知

万博の会場計画から守るために動いた者として、いつもど

うしたらいいのかが頭から離れません。ですから、海上の森

の会が発足し、あいち海上の森センターが開設されてから

保全計画がどうなって、将来図がどう描かれていくのかが

最大の関心事でした。 

管理主体であるセンターがどういう風に運営されるのか

知りたくて、よほどの用事がない限り、「海上の森運営協議

会」（この会議は、海上の森条例に基づいて設置された会議

です）を傍聴しました。その度に欲求不満で何かが足りない

と、苛々しました。でも、じゃあどうすればいいのかは、自

分自身よくわからないままだったと思います。10 年が過ぎ

て、海上の森の保全活用計画が見直される策定検討委員会

の委員にしていただいたとき、答えを見つける必要があり

ました。どうすればどこに答えがあるのか。いったいどうし

たら海上の森の将来をみんなでつくっていけるのか。何が

なくてはならないのか。そこに計画における未来予測の不

確実性を認め、計画を継続的なモニタリング評価と検証に

よって随時見直しと修正を行いながら管理する「順応的管

理」という環境用語に出会いました。つまり、計画を立てた

ら実行する。実行はできたかどうか点検する。点検して見つ

かった問題点は見直す。見直したら再度計画を練り直す。と

いうことです。これが掲げられて実行されていくかいかな

いかは、大きな違いです。これを具体的に実施するため、第

２回海上の森運営協議会の資料には 29 年度計画と書かれ

ています。さらに 30 年以降検討ともあります。今までとは

大きく違うのは、これだけの言葉で海上の森の将来が見え

てくることです。実施していくセンター職員はたいへんか

もしれません。でも、例え全てが実行できなくてもいいので

す。できなかったことが何かはっきりすることこそが次へ

のステップになるからです。 

みなさん、海上の森の将来を考え、海上の森運営協議会を

傍聴してみませんか。 

次回の運営協議会は８～９月頃に開催される予定です。 

（自然調査グループ 曽我部 行子） 

投稿 
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シイタケの菌打ち 

 

自然調査グループ                                

３月 25日に のだ ふみさん（森の会会員）講師に

よる「苔の観察会」を催しました。31名と多数の方々

が参加され盛況でした。よく目にするが詳しくは見

ていない苔を樹木、岩、崖をルーペで詳細に覗き込

みながら教えてもらい、観察しました。海上の森に

は多くの種類の苔があり、詳細にみるとそれぞれが

美しいものです。  

 

調査グループの毎木曜日に定常的に参加する調査

者は 15名を超えるようになり、これからは、今まで

の調査ルート（海上の森駐車場～サテライト）に加

え、新たに屋戸湿地を含むルート（海上の森センタ

ー駐車場～屋戸湿地～サテライト）も調査すること

としました。平成 29 年１月から新ルートの下見を

始め、３月からデータを取り始めました。３月末に

は屋戸湿地のハルリンドウの花を 100以上観察しま

した。新ルートのこれからの１年間のデータ集積で

来年はどんな時期に、どんな植物、昆虫、鳥に出会

えるかが分かります。自然ウォッチングは 12 月ま

で毎月第一日曜日に行います。 

     （グループリーダー 曽我部 紀夫） 

 

里づくりグループ 

３月 12 日に自主参加日として椎茸の菌打ちとジ

ャガイモの植え付けを行いました。参加者は４家族

９名。スタッフ 11名でした。ホダ木にドリルで穴あ

けを専門にする父

親、カンカンと一生

懸命に子どもが椎茸

の駒菌を打ち込む音

が、澄みきった青空

に響き渡り、70本の

ホダ木全部に菌打ち

を終える事ができました。 

ジャガイモは、キタアカリとメークィンの植え付け

を行いました。また参加された家族が少ないので参

加者全員に 1人２本の菌打ちしたホダ木を持ち帰っ

て頂きました。２～３年後に椎茸が生えてきた時「里

と森の教室」のこと、海上の森を、懐かしんでもら

えれば幸いです。 

      （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 

３月９日（木）に森林保全課と森林・山村多面的

機能発揮対策愛知県協議会より、森林・山村関連事

業の現地検査に来られ、指摘事項もなく、これで全

て完了しました。検査員には 5.66ha 地の今後の作

業の概略の説明をしました。 

今年度の作業日程に余裕があったので、３月７日

に製材小屋にチェーンソーの点検・修理台を設置。

周囲の草刈り、掃除、枝打ちも行いました。 

そしてサテライト上の海上川沿いの民有地の枯れ

た竹、折れた竹の択伐を３月 18日、４月４日に実施

完了しました。景観も悪く、地権者の数年前からの

要望もありましたので実施しました。 新年度は作

業計画通り、5.66ha地の第２ゾーンより、雑草、雑

木、枯木処理完了後、主として桧の間伐を実施しま

す。        （グループリーダー 平野 幸治） 

木工芸教室 大作完成に満面の笑顔！ 

今回はヤマザクラの材で大作に取り組んだ青山修

造さんにインタビューを行いました。 

―大変ユニークで美しいフォルムですが、発想のヒ

ントと出来栄えは？「大切な材だから大きさ・形を

最大限に生かしたい。浮かんだのがソラマメでした。

フシがあり苦労したが満足

です」 

―誰に贈りますか？「嫁が孫

たちに御馳走をつくると言

っています。次作はいつかと

催促されています」 

ジャガイモの植え付け 
苔の観察会 
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―今後の教室への要望がありましたら？「仲間が増

え、さらに多彩な交流ができればと思います」 

なお、当作品はしばらくの間、海上の森センター

１階のコーナーで展示しています。 

        （リーダー 布目 勝） 

 

里山文化グループ・里の暮らし  

ひな祭り・おこしもんづくり 

４月１日 参加者 会員 16名・一般９名。 

 雨が上がってくれないかと空を見上げながらの開

始となりました。おこしもん作りの班と、ヨモギ餅

作りの班に分かれて同時進行で行いました。参加者

が少なかったので手が足りず来てくださった人全員

でワイワイガヤガヤ作り上げました。子どもさんが

一人参加してくれて、おこしもんの色つけをとても

楽しんでくれていました。微笑ましかったです。 

片付けの頃には雨が上がり助かりました。皆さん

のおかげで、今年もお雛様に美味しいご馳走をお供

えすることができました。  

（グループリーダー 出口なほ子） 

 

里づくりグループ・森づくりグループ合同作業 

３月１日、日頃より間伐材の活用に利用させても

らっています、里の製材機置き場周辺の大清掃と製

材機の奥にある物置の整理をしました。この物置は、

旧鈴木俊憲家(現在の里山サテライト)解体のおり、

同家にあった 1960 年代の貴重な農機具を古民家再

生プロジェクト・チームが譲り受け、将来展示棟が

できるまでの仮置き場として建設されたものです。

今回の整理に当たっては、里山文化グループと鈴木

憲さんも加わって、保存すべきものの仕分けをし、

外部からも見ることができるようにしました。これ

らの生活資料の保存と活用も検討したいと思います。  

 （里山文化グループ 伊藤 良吉）       

学生発！海上の森 

活動をいかに持続発展させるか 

内閣府の NPO 総覧(2016)によると、今日の日本に

は森林づくり活動を行う団体が1149団体存在してい

る。その中で実質的な活動をしていることが確認で

きたのは 729 団体に留まった。長く活動している団

体間でも、会員数も年齢構成も団体ごとにかなりの

ばらつきがあったが、ほとんどの団体が 60歳以上の

会員で構成されていた。参加費を見てみると、1000円

以下が少なく、イベント参加費が比較的安い団体は、

他と比べてみると会費が高かったり、活動の主な資

金源が事業費だったりしている。イベント参加費が

高い団体のイベント内容を調べると、各団体の持つ

フィールドでの活動に留まらず、１泊２日でキャン

プなどの遠出をしたり、1年を通した活動を提供した

りしている。次に、助成金の活用についてのアンケー

トでは、20 団体のうち、活動資金に占める助成金の

割合が 10%以下の団体は９団体で、金銭面での問題を

抱えているのは 1 団体だけであった。助成金の割合

が 20%以上を占める団体も９団体で、金銭面での問題

を挙げている５団体は物品販売を行っている。金銭

面での問題を抱えてはいるが、物品販売など何も行

っていない団体は 1つだけであった。 

以上のことより、助成金の使用は団体内での資金

不足などの問題を解決する方法にはなっておらず、

イベントを充実させイベント参加費から収入を得た

り、会費や会員制度を見直したり、その団体自体で宿

泊施設の運営や物品の販売などを行う必要があるこ

とが分かった。 

「活動をいかに持続発展させるか」では、一層外部

に PRすること、告知能力を上げること、金銭面で自

立することの３点が大切である。1つ目の外部へのPR

は、自分たちの実績や理念などを広く公開するため

にも、会内部の活動に留まらず、地域や行政の催しに

参加したり、他団体と協働することである。次に、告

知能力を上げるためには、ポスターやその多くが会

員に行く会報だけでなく、広報や新聞、ＨＰ、ＦＢな

ど多くの人の目に留まるものを小まめに発信してい

くと良いと思う。最後の金銭的自立には、会費や参加

費の見直し、イベントの充実や自主事業の活動資金

の獲得などが必要であると思われる。 

保全活動には内外問わず、守る意識を持つ人、手を

差し伸べる人が増えることによって、会の存続や活

動目的達成につながるのではないだろうか。 

（南山大学 28年度卒業 立田 有希） 
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活動申込み、ご意見・お問合わせ、
ご入会申込みはこちらへ 

海上の森の会 活動予定    2017年５～７月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 グループ 

 
 
 
 
 
 
 
５ 
 

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 

自然ウォッチング  ※どなたでも参加可 7(日)  ４～12 月各第 1 日曜 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

里づくり・耕地管理 
10,17,24,31 各水曜  
27(土) 田植え準備 

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 10(水),17(水),21(日),28（日） 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

◆第８回通常総会（全体） 13(土) 10:00～ 
海上の森セン
ター研修室 

全員参加 

里と森の教室(開講式) 説明会 21(日) 里芋・サツマイモの植付け 9:00～15：00 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 

調査学習会 初夏の海上の森(花･虫･鳥） 28(日) 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

里と森の教室  28(日) 田植え 9:00～15：00 里山サテライト 全員参加 

 
 
 
 
 
６ 
 

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)  ４～12 月各第 1 日曜 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

里づくり・耕地管理 7,14 各水曜 24(土) 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・里のホタル観賞会 17(土) 懐中電灯持参で 18:00～21:00 入口駐車場 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 25(日) 田の草取り 9:00～15：00 里山サテライト 里づくり 

７ 

森林
も り

づくり (間伐作業) 1(土),4(火),15(土) 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)  ４～12 月各第 1 日曜 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

里づくり・耕地管理 5,12,19 各水曜、29(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) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

調査学習会 海上の森のキノコ 16(日) 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

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

里と森の教室 
23(日) 田の草取り・里山の自然体験 

29(土) 全体活動 
9:00～15：00 里山サテライト 里づくり 

調査学習会 海上の森の水生生物 30(日) 9:30～12:30 入口駐車場 自然調査 

✽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・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                       

 

 
 

 

 

 

 

 

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  /  ｆａｃｅｂｏｏｋ 
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特定非営利活動法人 海上の森の会 

小学５年の時、担任の先生からナイロン製の昆虫網をもらい感激。「真珠色の

卵があるよ、来て、来て!」と‘春の女神’ギフチョウの卵塊を路傍で見つけた娘の

声に魅かれて実物を初めて観たことなどがきっかけとなり､チョウ一筋の趣味となり

ました。 

海上の森の生き字引の山本征弘さんに誘われ、モニタリングサイト 1000 として

月２回、チョウの動態分布観察を 10 年近く続けています。アワブキを調査ルート

で発見し美麗なスミナガシの初認に繋げられた、減少傾向のオオチャバネセセリ

が健在、キタキチョウが昨年 10月に群集して移動することが観察できたなど、この

森の自然の豊かさがあってのことと思います。 

植物の動態を通してチョウの動態が分かる、チョウの動態を通して食草の動態

が分かるといわれているモニタリング調査を積み上げることにより、この地の自然

の豊かさを次世代に伝えていきたいと思うこのごろです。   

      (自然調査グループ  チョウ類の生活史調査が好きな 高橋 匡司) 



 

 

 

海上の森では草や樹の花がたくさん咲きますが、慣れないと間違えそうな花もあります。 

  

 

ムラサキサギゴケ（ハエドクソウ科） 

サギゴケとも言います。大きさは

1.5～２cmの小さな花です。陽だま

りでは一年を通して見られ、入り口

駐車場の前の水路沿い、里の田んぼ

脇やかたりべの家（里山サテライト）

の裏でよく見られます。 

オカトラノオ（サクラソウ科） 

名前は先端が少し垂れ虎の尾に

見立てて付けられました。小さな花

がたくさんつき、サクラソウの仲間

なのでルーペなどでよく見るとと

てもかわいらしい花です。四つ沢に

向かう途中で見られます。 

ツクバネウツギ（スイカズラ科） 

 樹に咲く花で海上の森の林縁

に多く見られます。名前のツクバ

ネは萼が５枚に分かれ羽根つき

の羽に見立てたものです。漏斗状

の花が普通２個付き、下唇には橙

色の網状模様が入ります。 

   

カキドウシ（シソ科） 

 つるが伸びて垣根を通り抜ける

ことからつけられています。里の

弘法堂近くの田んぼの垣根で見か

けます。小さな丸い葉や茎をもむ

と良い香りがして和製ハーブのひ

とつとも言われます。 

ヌマトラノオ（サクラソウ科） 

オカトラノオに良く似ています

が､花がまばらで先が垂れません。

また葉の幅が狭いので見分けられ

ると思います。オカトラノオの近

くに生育するので見比べると良く

分かります。 

コツクバネウツギ(スイカズラ科) 

 花はツクバネウツギより少し

小さめで花色は黄白色や黄色な

どがあり、網状模様も濃淡色々

で花冠の中には長い毛が生えて

います。萼は 2～3枚でこの点で

も見分けがつきます。 

写真・文  石川 明博（自然調査グループ） 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

  

 海上の森エトセトラ スギ花粉と黄砂 

自然環境調査をするときには海上の森入口駐車場に朝９時ころ駐車します。

午後帰るときに春はフロントガラスにべっとりと黄色い粉が付きます。70 倍の

顕微鏡で見た粉をデジカメで撮影してみました。スギ花粉飛散が激しい日の

2012 年３月８日の写真では直径約 30 ミクロンくらいのリンゴのようなへたが

あるスギ花粉が見えます。水にぬれると花粉が破れて中身が出ます。同じ年の霞

が強い４月 25 日の写真には黄砂が見えます。大きさは 10 ミクロン前後。黄砂

は鉱物の微小なかけらですが、表面に付着物があり、ミネラルや納豆菌などを運

んでくるという有用な面もあります。花粉飛散も黄砂も自然現象ですが、人が自

然に手を加えたことが深く関わっています。 (馬宮 孝好 自然調査グループ) 



「海上いま、むかし」 
 

㉟海上の里の水路系統図 

海上の里の水田は、ホラ（洞。小谷）ごとに階段

状に作られた、いわゆる棚田でした。この棚田は「ア

ゼコシ（畦越し）の田」といって、谷の最上部の水

田に取水した水を下の水田に順次落として灌漑して

いくものでありました。しかしながら、その水利系

統（灌漑の順路）は、各洞の集水量や灌漑方式によ

って、必ずしも一様ではありません。また、海上で

は谷ごとに利用する灌漑水路が異なるため、山口地

区の山口川流域のように水利組合を組織し、用水全

体を一括管理するということもありませんでした。 

 平成 28年度の水路系統調査によって、海上の里で、

畦越しの水田が見られるのは、①海上川上流部にあ

る通称「桜ヶ池」（地名）、②通称「六畝田」（地名）、

③通称「東畑」（地名）、④通称「堂下」（地名）、⑤

通称「新田畑」（地名）、⑥通称「上田」（地名）、⑦

通称「うるめき」（地名）、⑧通称「下田」（地名）の

各谷でした。通称「鎌洞」の谷の各水田は、灌漑用

水を谷川から直接取水し、不用になった悪水を直接

谷川に落としており、畦越しにはなっていませんで

した。この谷の水田が畦越しでないのは、集水量が

他の谷より多く、水田の耕作者が灌漑時期を、隣接

する水田と関係なく自分の都合で決めることができ、

水を集約的に管理する必要がなかったからです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

幾つかの小谷が合流する幅の広い谷では、水田が

水路と直角方向に複数開かれている所があります。

「東畑」「堂下」「上田」「下田」の水田です。ここで

は畦越しの水田であっても、用水は単純に上から下

へ落とすというわけにはいきません。基本的には親

類関係を優先して水を隣接する横の水田に落とすた

め、その水利系統が複雑になっていました。 

 畦越しの水田では畦を切って水を落とすことにな

りますが、畦から直接水を落とせば、水が畦面を洗

い流し、畦を崩落させることにもなりかねません。

そこで、切った畦口には藁を敷いて、水から畦面を

守っていました。また、海上の谷水は冷たく、この

ような谷水を直接水田に入れると稲の生育にはよく

ありません。ここでは、畦に沿って水田の水口（取

水口）の内側にテアゼ（手畦）を築いて水田内部に

水路を設けました。水口から入った冷たい水が、田

の中の手畦の水路をゆっくり通過する間に天日で暖

められ、それが本田に入るのです。海上には寒冷地

特有の稲作技術が見られることになります。 

 海上の里の水利系統図の復元によって、谷田の水

利系統は単に自然地理的な条件で決まるのでなく、

悪条件を乗り切る先人の知恵や、社会的な影響のあ

ることも無視できないことが分かりました。 

（生活史調査 伊藤 良吉） 

 

 

海上の里の水利系統復元図（地目は昭和 34年『土地宝典』による）2017年２月 20日作成 


