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新年度、力強く皆で新たな扉を開きましょう！ 

日本ユネスコ協会連盟の「未来遺産」に登録されて、

新たな年度を迎えました。また、昨年度実施した水車

復元基本調査の結果に基づき、復元に向けた準備を進

めます。万博継承事業である「人と自然の共生国際フ

ォーラム」も第 10回で終了し、その後継事業が、会も

主体的に関わってスタートします。 

これらを契機として、改めてこれまでの活動を振り

返りつつ、取組みの継続と強化という意味で、今年度

は新たなページが始まる年と言えます。 

新規の事業としては、県の森と緑づくり事業を導入

して、「愛知万博記念の森 海上の森 健全化 10年プ

ロジェクト」をスタートさせ、森づくりの更なる推進

を図ります。また、未来遺産の応援金（40万円余）を

活用して、各グループの活動記録や取組みのねらい、

その手法・進め方などをまとめた活動記録集の作成と

海上の里に昔あった水車の復元に向けた「水車復元プ

ロジェクト」を、特別チームを中心に実施します。あ

わせて会のＰＲ・会員募集のパンフレットも作成し、

これを活用して、会員ひとり一人が広報大使であると

の自覚を持って、会のＰＲと新たな会員確保もお願い

したいと思います。

 

 

会報においても、未来遺産を受けて『海上の森を未

来へ。伝えたい、私たちの想いと活動』を特集として

掲げています。皆様の想いを語っていただき、想いの

再確認とあわせ、後世に引き継いでいきたい活動を皆

さんと共有したいと思います。 

とかく井の蛙となるため、近隣で同様の活動をして

いる他団体等との交流（意見交換会・視察見学）など

も計画したいと考えています。 

これら活動を進めるにあたって、平成 29 年度は次

の事項を柱に据えて取組んでまいります。 

①会員の未来に残したいとする想いを広く吸収し、

共有する。 

②会のひとつ一つの活動を検証し、課題の整理とそ

の対応策を考える。 

③会員の想いを尊重し、やりがいを皆で認めつつ高

めていく。 

④地域・企業との交流と連携を新たな視点で捉え、

拡大する。 

⑤会員みんながリーダーであるとの認識に立って、

広報の充実と会員確保を図る。 

今年度は、色々 な意味での新たなスタートの年度として、会員の

皆さんの自発的・積極的な活動参加とご協力・ご支援をよろしくお

願い申し上げます。        （理事長 浦井 巧）    

             ●  
9 月 30 日(土) 四季のイベント・里のお月見 

  16:00～20:00 ※参加申し込みは事務局まで

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） 
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未来の子どもたちへ残したい「海上の森の里」 

後藤 丈太郎さん撮影（関連記事が特集１にあります） 
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❉海上の森から未来に伝えたいもの、こと     

「未来遺産登録と海上の里のつれづれ」                   

「愛知万博の理念と成果の継承」と大変硬い文言で

すが、今まで里の方々の年間行事食を聞き取り、季節

ごとに里に残っている「きりつごと」を続けてきまし

た。今は「四季のイベント」として行っておりますが、

「里のくらしグループ」のモットーとして「里と森の

教室」の田畑でできる季節ごとの野菜、米等を提供し

ていただき、その時々の行事の食材として利用させて

いただいております。 

先日の「ホタル観賞会」も時期的に朴葉寿司を６升

（120 個）作り提供しました。朴葉寿司というのは酢

飯ですので、野良仕事に弁当として持ち歩いたという

ことです。今では近くの田、畑もついつい車で出掛け

て行くということが多い時代で、時代錯誤の感があり

ますが、理に適ったお弁当だということがよくわかり

ます。朴葉を開けば皿がわりをしてくれますし、手も

よごれません。 

 次の四季のイベントは「仲秋の名月」です。９月 30

日ですが、畑の野菜で何がいただけるか、今から楽し

みです。   （出口 なほ子 里のくらしグループ） 

「先祖から受け継いだ里の耕地と後継者」        

私たちにとって海上は日頃からの生活場所、観光気

分で訪れる人たちから私たちは初めて来たのです。海

上に行きたいのですが後どれくらいかかりますか、な

ど聴かれることが時々あります。 

最近は、外国の人の訪問者が増えて海上も国際的な

地域になって来たのかなと思う時があります。でも、

海上の森と言う名前が先走りすぎて現地は一つの部落

であると思っている人はいない様な気がしています。

たしかに実際この地で日常生活をしている人は殆どい

ないので現地は寂れて来ています。私たちも、ご先祖

様が残してくれた田圃や畑を耕して作物を作るために

来て終わると帰って行くのが常ですが、海上に来ると

きが安らぐのは確かです。でも、こんな空気の綺麗な

自然の中で農作業が何時までも続けられません。それ

は私たちが高齢になり作業が出来なくなるので後継者

が必要になってきます。子供は自分も勤めがあり家族

を養っているので、農作業は時期的作業なのでそれが

できなければそれまでです。 

（鈴木 俊憲 里のくらしグループ） 

「私の思い」                   

 海上の森については、元地元住人の高齢化に伴い海

上の森の会・ハイカー・イベント参加の皆様の力によ

って現在の環境が保たれていることに感謝しています。 

 案内巡視活動を通じての思いですが、海上の森へは

楽しんで、何回も足を運んでもらえるような環境作り

が必要だと思います。そのためには、実現するかどう

かは別として環境に合った、植物の植樹、特に頭に浮

かんだのがササユリの群落ができることでした。豊田、

豊橋ではササユリの里として取り組みをしている所も

あります。そして、もう一つはギフ蝶の里として取り

組みをしては如何でしょうか？植物のカンアオイを育

ててギフ蝶が乱舞する姿は大変素晴らしいものだと感

じます。 

 数年前にホタルをみるために、夕方にため池に行き、

帰りに門灯の点いたサテライトを見たときに幻想的な

雰囲気を思い出し、絵になると思いましたので、一度

夜に来てください。   （鈴木 正司 案内巡視） 

「伝えることの大事さと喜び」             

緑豊かで自然いっぱいの海上の里で今年も又楽しい

「里と森の教室」がスタートしました。毎回、参加希

望者が多く人気の事業として継続していることは喜ば

しい限りです。参加される方は、低学年の親子さんを

主体とした様々な方たちで、自然とのふれあい、農作

業体験希望など参加目的はそれぞれですが、全員いき

いきと楽しく活動している姿にスタッフ一同とても元

気をもらっています。特に子育て世代の若いお父さん、

お母さんが子どもさんたちに土との触れ合い、野菜作

り、収穫の喜びなどを体感させていることは、子ども

さんたちにとっては一生の思い出になることでしょう。

素晴らしいことです。是非、続けて参加し体験を重ね

ると同時に海上の里の文化、歴史を理解し活動される

ことを望んでいます。 

５月の教室開催日に玉ねぎの収穫作業中、嬉しい出

来事がありました。昨年も参加していた S子ちゃんが

「玉ねぎの葉はスイカの周りに敷くと良いのだよね」

と言って切り落とした玉ねぎの葉を率先してスイカの

周りに敷いてくれた事です。昨年の作業の際にスタッ

フからスイカに付く瓜バエがネギの臭を嫌うことを教

えられたのを覚えてくれたからです。覚えてくれたこ

とに驚きと同時に感心しました。 
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教室での農作業は、自然にやさしい有機農法で行な

っています。土作り、種まき、植え付け、手入れにと

里の保全に役たつことを模索しながら美味しい野菜作

りに取り組んでいます。今回のことは、小さな出来事

でささいなことかもしれませんが、我々スタッフの思

いが次に繋がったのではないかと嬉しく思っています。  

      （中川 正男 里づくりグループ）  

「森と里の教室に参加して」                   

今日もうぐいすの声に導かれて坂道を歩いています。 

里と森の教室に参加して今年で６年目になりますが、

海上との出会いは 2001 年秋の森の教室でした。森の

会の会員には発足時から名ばかりではありましたが登

録しておりました。７年前、森の教室に参加した時に

里の教室に誘われて、孫たちにも自然体験させたくて

応募して現在に至っています。 

３年前から、恩返しの心一分と好き九分でスタッフ

登録をしました。日々の作業で色々教えてもらいなが

ら家での野菜作りに役立てています。又、スタッフの

方々の博識にいつも驚かされます。休憩の時の語らい

を楽しんでいます。 

 最近、教室では小品種大量栽培の方向に向かってい

ますが、教室に参加している人もとくに子どもさんは

例えば落花生なんか土の中に豆ができるなんてびっく

りする子が多いと思います、直接栽培には参加できな

くてもきっと喜ばれると。また海上に持ち込んで育て

られない作物がありますが、あまりこだわりなく作っ

てみたいものです。（夫馬 賢治 里づくりグループ） 

「未来の子供たちへ残したい“海上の森の里”」      

普段､車や電車の車窓から見られる水田は､長方形に

きれいに区画された水田ばかり、「海上の森の里」には

昔からのくねくね曲がった水田、谷の傾斜に沿った棚

田、いろいろな野菜が育てられている畑の数々や自然

がいっぱいの山々。昔々の昭和の風景がここにある。

この里山に水車を復元する計画があり､実現できれば

昭和 30 年代以前のなつかしい里山の風景として完璧

なものとなる。色々難しい問題があると思うが､是非ぜ

ひ実現させたいものである。 

地球温暖化が加速度的に進むと言われている現在､

未来の子どもたちへ残したい「海上の森の里」に対し､

自分ができることのひとつとして里づくりグループの

「里と森の教室」を通じ､子供たちへ畑の作り方や野菜

の育て方､自然を守る方法などを伝え残し､子どもが大

人になり､その大人たちの子どもが次の世代の大人に

なり､代々自然の大切さと自然との共生を伝え､広げ､

未来へ残す貴重な自然を守っていく一助となりたい。

小さく言えば「海上の森の里」の自然を守り､大きく言

えば「地球の自然」を守ることになると思う。とは言

うものの自分一人ではできることはほんの小さなこと

でしかない。また現在のメンバーだけではこの膨大な

自然を守り未来へ残すことは不可能で､今後の重要な

課題はメンバーの増員､特に若者の参加（参画）である。

まずはテレビ等で自然をアピールするような広報活動

を通じての「海上の森」や「海上の森の里」の周知､何

をすれば（何があれば）参加したいかなどのアンケー

トを実施し､一人でも多くのメンバーの増員を計るこ

とが必要であると思う。 

美しい自然がさらなる未来へと受け継がれていくこ

とを願って､この里山の風景を 100 年先まで残すため

に一歩づつ進んでいきたい。  

       （後藤 丈太郎 里づくりグループ） 

「ただのありふれた風景を残すために」        

私たち里づくりグループは農を通じて里山の風景を

守っていく活動をしています。その風景は観光地にあ

るような印象的な風景ではありません。田んぼや畑の

あるただのありふれた風景です。初夏の青々とした水

田と青い空。秋には黄金色に垂れた稲穂。そしてはざ

木に干した稲の風景。畑の周りで見る小さなかわいい

草花。サトイモの大きな葉の上できらりと光る露。収

穫したてのイモ類やタマネギ等が畑に広げられている

風景。等々に心身共に癒やされるのはなぜでしょう。 

 私は名古屋市内で生まれ育ちました。子どもの頃は

まだ田畑があり、小学校から帰る途中でかえるや虫を

捕って遊んだ記憶。そんな記憶がなつかしく見慣れた

風景でも心が落ち着き安心感みたいなものが出てくる

のだと思います。 

 そんなただのありふれた風景を未来に残すために子

供たちに農作業を通じて記憶に残してもらいたく、ま

たこの風景を好きになれる人々が増えることを願って、

私たちは活動を続けていきたいと思います。 

 農作業の手を休め、腰を伸ばし、周りにある木々、

空、涼しい風が吹き渡り、目には見なれた美しいただ

のありふれた風景。（岡田 伸樹 里づくりグループ）     
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☆海上の森の会第８回通常総会が開催されました  

５月 13日（土）午前 10時からあいち海上の森センタ

ー研修室で開催されました。定款第 28条の定足数会員

総数 116 名の２分の 1以上の会員 89名（うち委任状 56

名）が出席して通常総会は成立しました。 

曽我部紀夫理事が開会を宣し、浦井巧理事長が、「28年

度は、愛知万博 10 周年が経過し今後の 10 年を見据えた

方向付けを確固としたものにし、海上の森を将来に引き

継いで行く活動を幅広く展開するため“里山コミュニテ

ィづくり”を進めてきました。また 29年度は、日本ユネ

スコ協会連盟の“プロジェクト未来遺産 2016”登録を契

機として、海上の森を丸ごと未来につないでいくため、今

までの取組の継続と強化に重点をおいて活動を進めたい

ので、会員皆様のご協力をお願いします」と挨拶しました。 

次いで来賓の海上の森センター名誉センター長マリ 

クリスティーヌ氏が挨拶されました。海外でＮＰＯ活動

を行っている現地の青年が、伝染病の発生の原因となっ

ているトイレを水洗トイレに改善する活動を熱心に根気

よく続け、水洗トイレが徐々に普及され成果を挙げてい

ることを紹介されました。海上の森の会の活動も自然環

境を見守り続けることが大切であり、未来の姿を予測し

て自然環境保全の大切さを云い続けることが大切である

と締め括られました。 

海上の森センター所長小林敬氏は、海上の森の会の皆

さんには、海上の森センターが委託している事業にご協

力頂き大変助かっています。海上の森センター来訪者も

10万人を超えました。第二次 10か年計画を策定しました

が、今後は計画についてＰＤＣＡを定期的に行い見直し

ていきますと挨拶されました。 

議長に石川明博氏を選出し、第１号議案平成 28年度事

業報告、第２号議案平成 28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、議

案への質問はなく、賛成多数で承認可決されました。第３

号議案平成 29年度事業計画（案）について理事長が提案

しました。会員から水路系統図の調査結果をミニセミナ

ーなどにより説明して欲しいとの要望があり、理事長は

開催を検討すると回答しました。第３号議案は賛成多数

で承認可決されました。第４号議案平成 29年度予算（案）

について原秀男理事が提案し、質問はなく第４号議案は

賛成多数で承認可決されました。第５号議案平成 29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。 

平成 29年度の役員は、石川明博、浦井巧、後藤丈太郎、

曽我部紀夫、出口なほ子、似内信彦、原秀男、原田幹雄、

平野幸治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。 

第２回理事会で、

29 年度理事長に浦

井巧さん、副理長

に平野幸治さん、

石川明博さんが選

任されました。  

                 

総会風景                 （理事 似内  信彦） 

 

☆平成 29年度 事業予算と新体制         .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

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 

収 入       円 

会費(想定会員 120名) 130,000 

助成金(森と緑) 666,000 

事業収益(県他) 4,572,640 

未来遺産応援金 408,212 

その他 10,000 

計 5,786,852 

  

支 出       円 

調査学習 114,000 

自然環境調査 208,000 

海上の森ツアー 56,000 

耕地管理 580,000 

森と里の教室 600,000 

森づくり 743,000 

企業連携 48,000 

森教室 間伐 21,600 

サテライト管理 280,000 

里のくらし 230,000 

情報発信 60,000 

案内巡視 40,000 

未来遺産関連事業 408,212 

管理部門 2,396,240 

計 5,785,052 

 

差 引 1,800 
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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 

似内信彦 広報 

○特別グループ        

未来遺産

関連事業 

グループ 

後藤丈太郎 浦井 巧  
活動記録集 

水車復元プロジェクト 

 

☆会議の記録 

29年度第２回理事会（５月 13日） 

１．平成 29 年度理事長に浦井巧理事並びに副理事長に石

川明博理事及び平野幸治理事を選任した。 

29年度第１回運営会議 (６月７日) 

１．未来遺産関連事業として、①海上の森の会入会パンフ

レットの作成、②海上の森の会活動記録集の作成に係

わる活動記録のまとめ・書式の統一・スケジュール、③

水車復元のための基本計画書の作成に係わる具体的な

内容・水利権承諾の手続き等について協議した。 

２．あいち海上の森フォーラムとの連携事業について検

討した。              

尾張北部生態系ネットワーク協議会（５月 31日） 

尾張北部の瀬戸市、春日井市、小牧市、犬山市の４市と

環境 NPO,大学、企業で構成する生態系ネットワーク協議

会が犬山里山学研究所で開催され、29 年度事業計画「ビ

オトープ創生への基盤形成調査―うら山固有種の地域バ

ンキング」について協議した。 

生態系ネットワーク協議会は、愛知県が平成 25年３月

に「あいち生物多様性戦略 2020」を策定し、多様な主体

の連携と生態系保全に係わる取り組みを展開していくた

めに県内９地域に設立されたものである。 

(理事 似内  信彦) 

 

☆定例活動日の記録 

里の田植えを控えた５月 27日には、里の水田周辺の草

刈りを行い、６月 24日には水田周辺の草刈りと田の草取

りを行いました。７月 22日にはおもにサテライトにて未

来遺産関連の活動記録集作成と水車復元についての打ち

合わせをしました。定例活動日では皆様のご参加を切望

しております。             (編集担当) 

『海上の森だより』44 号掲載文の訂正とお詫び 

２頁特集 1（左段）掲載の坪井晋吾氏の文章で、表題の

「フィールド ポテンシャル」 （正）を「海上の森の“フ

ィールド ポテンシャル”」（誤）と、２段落目（６行目）

の「生き物調査グループ」（正）を『森の会の「自然環境

調査」』（誤）と誤記して記載致しました。このことにより

豊田市自然観察の森の話が海上の森の話に置き換わって

しまいました。坪井氏には、大変ご迷惑をお掛けしました

こと衷心からお詫び致します。 (編集代表・伊藤  良吉） 

 

   左巻きはフジ､右巻きはアケビ､ＤＮＡも 

海上の森で出会う蔓植

物には右巻きのものと左

巻きのものがある。実は

植物の右巻き、左巻きの

用語は図鑑や人によって

異なる。右ネジのように

時計方向に回転すると前

に進む現象は物理や電気

の分野では、右ネジの法則として広く認められて確立し

ている。蔓植物の場合も地下から茎が出るときに右ネジ

と同じ方向に成長するものを右巻きとするのがわかりや

すい。右巻きの植物は、アケビ、ヤマノイモ、クズ、ウマ

ノスズクサ、ツルウメモドキ、アオツヅラフジなど。左巻

きはフジ、オニドコロ、スイカズラ、ツルニンジン、ヘク

ソカズラなど。関西以西にあるヤマフジやシロバナヤマ

フジはフジとは逆で右巻きである。蔓の巻き方で植物を

区別できる。 

 ちなみに名古屋の地下鉄環状線は左回り右回りと表示

されているが、大変わかりにくい。その英語表示は時計回

り、反時計回りとなっていてこの方がわかりやすい。外国

でもこの表示の方が普通で、初めての来訪者にもよくわ

かる。回転の表示はどこでも難しいようだ。 

微小な世界を見るとＤＮＡは蔓が２重になって右巻き

である。蔓ではないが、生物を構成しているアミノ酸や糖

類は左型の分子だけでできている。これらの理由はわか

っていない。ところで物質に対して反物質がある。宇宙創

世期にはどちらも同じくらいあったが、反物質は消滅し、

現在では物質のみの世界になっている。このことはノー

ベル賞の小林益川によって解明された。植物の外見は右

巻き左巻き両方あるが、生物の構成要素は非対称で片方

の型だけでできているというのには深い意味があるのか

もしれない。   （自然調査グループ 馬宮  孝好） 

投稿 

左巻きフジ 右巻きアケビ 
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自然調査グループ                                

ＴＶ取材 

５月18日に、東海テレビの「ＳＫＥ４８のあいち

テル」（愛知県の広報番組）が海上の森を紹介するた

め海上の森センターと自然環境調査グループの調査

風景を取材しました。センターから吉田川沿い約１

時間の取材でした。ＴＶ取材慣れしていないメンバ

ーは初め緊張していたが、花、虫、鳥と通常通りの

調査をし、所々で「撮影する」との連絡を受け、ゆ

っくりと説明するだけでした。 

６月３日の放送では短時間であったが、上手く自

然および我々の調査が分かる内容でありました。Ｐ

Ｒはしなかったが自然ウォッチングも取り上げてく

れました。 

調査学習会 

５月28日にタイトル「初夏の海上の森」で第１回

目の調査学習会を実施しました。４名の欠席があっ

たが、半数（８名）が熱心な子どもたちで活発な調

査学習会でした。子どもたちは昆虫を捕まえること

に夢中であったが、捕まえた昆虫は詳細に観察して

開放することを実践し参加者に指導しました。 

子どもを含めて全員が植物、野鳥、昆虫のスライ

ドでの説明を熱心に聞いていたのが印象的でした。

参加した子どもたちがこれからも海上の森で楽しん

でくれることを期待します。 

    （グループリーダー 曽我部 紀夫） 

里づくりグループ 

里山の森の緑が一段と濃くなり、木々の間より紫

色の藤の花が眩く咲いている中、「里と森の教室」が

始まりました。今年の参加者は76名・30家族です。 

第１回は５月21日、参加者数50名・22家族、ス

タッフ19名。午前は、海上の森センター所長・海上

の森の会理事長の挨拶。今後の活動スケジュール、

注意事項の説明、写真撮影、作業場所の下見、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。 

第２回は５月 28

日、参加者数58名・

29家族、スタッフ15

名。田植えを行いま

した。参加された皆

さんの頑張りによ

り、午前中に全ての      サトイモの植え付け          

田に植えること

ができました。

子どもたちも泥

んこになりなが

ら、一生懸命に

植えてくれまし 

サツマイモの植え付け  た。品種は、ウル

チ米が「ゆめまつり」・モチ米が「喜寿」です。 

第３回は６月25日、参加者数43名・21家族、ス

タッフ14名。雨模様の天候のなか、ジャガイモの収

穫と田の草取りを行いました。田の草取りは、途中

小雨の中行いました。午後の作業は天候の回復が、

見込めないため中止にしました。 

教室の一大イベントである田植えも、無事に終わ

りホットしているのも束の間で、まだまだこれから

やることが、沢山あります。スタッフ一同頑張りま

すので、多くの人が、参加されるようお願いします。 

（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 

平成29年度「あいち森と緑づくり環境活動・学習

推進事業」に森づくりグループが応募し採択されま

した。作業地は「ふれあいの里」の5.66ha地内で、

この助成事業により活動を進めていきます。期間は

５月より翌年１月までの９か月間。日数は 30 日と

します。多数のグループ員の参加を要望します。今

回の事業では、グループが必要とする機械・燃料、

消耗品等の購入及び保険料も認められました。この

地区は起伏があり、谷筋には崩落地が数か所あり、

台風シーズン前に緊急対策が必要です。雑木刈り、

作業路の草刈り、土留め等多くの作業があります。

今回の助成事業における活動も、全員無事故を最優

先と認識し、予定の成果を達成するべく活動してい

きます。  （グループリーダー 平野 幸治） 

木工芸教室 いつも楽しさと笑顔がイッパイ！ 

今回は仲良し３人組さんにインタビューを行いま

した。 
―入会のキッカケは？「こちらへ散歩の折、２階工

作室から音がするので覗いてみた。中を案内され即

座に決めた。これだ！最高の環境・設備で思い切り

楽しめると」 
―現在の感想は？「素材の準備からデザイン・加工

全てを自分のペースで選べることが楽しい。また完
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成作品は日常“使える”のが嬉しい。次作を考える

とワクワクする」 
―教室への要望がありましたら？「私たちは水曜日

しか参加できない。現在月１回ですが、２回に増え

れば嬉しいのだが？」 
なお、現在 当教

室は月に日曜２回、

水曜１回ですが、上

記希望を重く受け止

めていきます。 
          

（リーダー 布目 勝） 

里山文化グループ・里のくらし  

ホタルの観賞会をしました 

今年ほどホタルの飛翔にやきもきしたことはあり

ません。でも６月 17 日当日はヘイケボタルがため

池の土手に沢山いて参加者の皆さんに感激していた

だき、よかったです。ゲンジボタルは西側の山すそ

に５～６匹飛んでいてやれやれ。 

海上の里も吉田川ビオトープもホタルの棲みやす

い環境をととのえて

やるという保護活動

ですので毎年草刈り

をいつにするかを検

討したり、飛翔の時期

を予測するのに一喜

一憂する毎年です。 

サテライト管理 

サテライトの前庭が

みごとに草むらになり

そうです。メンバーで草

刈りと草取りに汗を流

しております。毎月1回

何とか頑張っておりま

す。みなさんご協力下さい。 

（グループリーダー 出口 なほ子） 

事務局より 

本年度も名古屋産業大学からのインターンシップの

学生を受け入れます。期間は 8/7～9/21 までです。主

に里づくりグループ、自然調査グループ、森づくりグ

ループの作業に参加していただきます。男子学生 1 名

です。若い力の参加ですので、皆様よろしくお願いい

たします。     

地域発！NPO 団体の紹介 

特定非営利活動法人もりの学舎自然学校 

身近な自然に気づくきっかけ 

もりの学舎は、2005 年愛・地球博において、現在

の海上の森センターにあった「里の自然学校」と対を

なす「森の自然学校」として作られた施設が、2007年

に愛知県の環境学習施設として、開館しました。愛知

県、日本環境教育フォーラムとともに、森の自然学

校、里の自然学校のインタープリターとして勤務し

ていた人が集い、自然体験プログラムの提供を始め

ました。その後、もりの学舎以外での活動も行なって

いくために、2010 年に NPO 法人もりの学舎（まなび

や）自然学校を立ち上げました。 

NPOとして自然との関わりがある豊かで、サステイ

ナブルな社会の形成をビジョンとし、自然を通した

人材育成をしていくこと、インタープリテーション

を活用した環境教育を行うことをミッションとして

活動を続けています。 

そして活動のコンセプトは「身近な自然に気づく

きっかけ」です。日々暮らしているところにある自然

に気づいてもらう、改めて目をむけてもらうことが

できる人を育成することは、自然や環境の変化に気

づき、社会の変化にも目をむけていくことができる

人を育てていくことに繋げています。 

参加者自身が、自分の体験とするために、「五感」

を活かしたプログラムを提供し、自ら気づきを得ら

れるようサポートをするのが、もりの学舎自然学校

のインタープリターの役割です。スタッフ教育でも、

一方的に自然に関する科学的、生態学な知識が最重

要ではなく、参加者とのコミュニケーションや変化

に気づく能力などを重視しています。 

2014 年より、幼児期での自然との関わりに重点を

おき、活動を行っています。それまでは、小学生や大

人を主な対象としていましたが、親となる20代、30

代の世代の自然との関わりが減少しており、「子ども

をどう自然と関わらせていいかわからない」、「身近

に自然がない」という声もあり、幼児やその親が自然

と関わることができるプログラムの開発も行ってい

ます。 

幼児期の自然との関わりから始まり、大人世代ま

で、発達段階に合わせて、全ての世代に向けた自然へ

の関わりを提供していくことを目指しています。 

（代表理事 水谷 央） 
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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 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 3,10,17,24,31 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 6(日)  ４～12 月各第 1 日曜 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

里と森の教室  20(日) 野菜の世話等 9:00～15：00 里山サテライト 里づくり 

★定例活動日（全体） 26(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 27（日） 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

 
 
 
 
 
 

 
 
９ 
 

森林
も り

づくり (間伐作業) 
2(土),5(火),16(土),19(火) 

*追加予定あり 
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 3(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 6,13,20,27 各水曜 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然環境調査 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～ 里山サテライト 全員参加 

里と森の教室 24(日) ｻﾂﾏｲﾓ収穫,野菜の世話 9:00～15：00 里山サテライト 里づくり 

四季のイベント・里のお月見 30(土) 懐中電灯持参で 16:00～20:00 入口駐車場 里山文化 

10 

里と森の教室 1(日)稲刈り,15(日)稲の脱穀  9:00～15：00 里山サテライト 里づくり 

自然ウォッチング  ※どなたでも参加可 1(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 4,11,25 各水曜、21(土)   9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然環境調査 5,12,19,26 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) 
7(土),10(火),21(土),24(火) 

*追加予定あり 
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 

★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・・・・・・「海上の里の思い出」 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

  このたびひょんなことから海上の森の会に名前を入れていただくことになり、その

上文を書くことになりました。私が初めて「海上の里」に行ったのは小学校４年生の

ときで、出かけたのは、幡山東小学校へ新任として赴任してこられた加藤先生が、

家庭訪問されるということでご一緒したことでした。そのとき加藤先生は「海上はやま

びこ学校みたいなところだな」とおっしゃったことを今でも覚えています。「海上の

里」から小学校へ通っていた同級生は、３人もいました。「も」をつけたのは小学校

の同級生は 55人しかいなかったからです。 

その後 60 余年過ぎましたが、「海上の里」へ出かけたのは数回しかありません。

これはなぜかというと、行く必要性がなかったからです。おそらく山口で育った他の

人たちも同じような状況ではないかと思います。そして、高度経済成長の時代とな

り、「海上の里」は離里する家が続き忘れられた場所となりましたが、万博の計画が

持ち上がり、急激に脚光を浴びて、海上に関する本も多数出版され、ウォーキング

やトレッキングで訪れる人が多くなりました。 （新会員 鈴木 眞人）  

「鈴木眞人氏は現山口郷土資料館長です。海上の森の水車復元事業には先生

の知見が欠かせません。資料館との共同事業を夢見ています。」（山川 一年） 

 。 

 



「海上いま、むかし」 
 

海上川（左）と 

「堂下」のユ 

「堂下」の棚田 

㊱海上の棚田と水の管理 

前回お示ししました水路系統図を受けて、山の水

がどのようにして水田を潤すのかを鈴木保親さんに

お伺いしました。 

┃里の棚田と灌漑 

海上の里の棚田は、谷の沢水やため池の水を灌漑

用水として利用しています。棚田はこの水路に沿っ

て連なります。谷の最上部の田に沢から水を入れる

ところをユ(井堰)といい、ユの取水口から水田に至

る水路をユミチ（井道）といいます。沢水をユミチ

に入れるには、取水口の下流側に土嚢を積み、水位

を上げて、取水口を閉じていた石や土を除けます。

この作業をユアゲ(井上げ)といいます。ユアゲをし

て最上部の田に入れたユミズ(井水）は順次下の田に

落とします。谷の最下部の田の水は棚田に沿う沢に

落とします。 

 

ユミズが田に入るところをミナクチ（水口）とい

い、田に入った水を下の田に落とすところをアト（後

口）といいます。棚田の場合、上の田のアトは下の

田のミナクチということになります。ユミチの取水

口や田のミナクチを閉じるには、細長く平たい石を

２段ほどに積み上げ、その上に畦土を乗せました。

最近は平石を積むところが少なくなりました。 

谷が浅く、沢の集水量が少ない海上では、耕作時

にユを開けてユミチの水を田に入れた後も、ユの取

水口を開け放しにし、常にユミズを棚田に入れてい

ます。田の水を落とすのは、夏の土用の頃にあるナ

カボシ（中干し）と稲刈り前の２回です。ユの取水

口の開閉を誰がいつするかは、その谷の水田所有者

が話し合って決めました。稲刈り前にユミチの取水

口を閉じ、田の水を沢に落とした後は、翌年の田起

しまで水を田に入れることはありません。 

┃棚田の管理 

海上の谷は、傾斜が緩く、上の田と下の田との高

低差があまりありません。そのため、畦の斜面も土

手とはいわず、畦といっています。畦は農機具の搬

入や収穫した農作物の搬出の折にも使われます。そ

のような畦をアゼミチ(畦道)といい、畦道を利用す

る頻度が多くなる田植え前や稲刈り前には、かなら

ず畦道の草刈りをします。 

畦にはアゼクサ（畦草）が生えていて、昭和 30

年代以前には夏場の畦草は逐次刈り取り、牛馬の飼

料や田畑の肥料にしました。１枚の田で畦草を刈る

ことができるのは、左右の畦と下側の畦です。棚田

にとっては畦を

乱雑に扱って田

の水や畦土を不

用意に下の田に

落とさないため

に、下側の畦斜

面の管理は上の

田の耕作者に委

ねられていたのです。 

┃棚田と水害対策 

夏場は台風や集中豪雨に襲われることが多く、大

量に降った雨水が水田に一挙に流れ込めば、余水は

畦越しに下の田に流れ込むことになります。畦土が

露出していると、増水した水の圧力で畦が崩壊する

ことにもなりかねません。一般的には急傾斜地ほど

その危険が増しますが、畦には畦草がありましたの

で、水が流れる方向に草が倒れ、その上を水が流れ

て、畦土の崩壊を防いでくれました。 

谷の浅い海上では、これまで集中豪雨で大量の水

が棚田に流れ込むということはほとんどありません

でした。そのため、台風シーズンでも必要なときに

は畦草を刈りました。海上では、集中豪雨になると、

いち早く棚田の最上部にあるユの取水口を閉じて増

水した沢水を田に入れず、沢に流しました。こうし

た沢が幾つも集まる海上の里の下手、多度神社付近

の海上川では、山砂を巻き込んだ濁流が川を堰き止

めて溢れ、脇の道路まで川となることがあります。

平成 12年の豪雨災害の時もそうでした。 

畦越しといって溢れた水が畦全面から流れ落ちる

ということは、海上ではまずありませんでした。海

上でアゼコシの田といっているのは、上の田のアト

から下の田に直接水を落とす灌漑方式のことです。 

（語り部：鈴木保親氏 記録：伊藤 良吉） 



 

 

 

 

 

 

海上の森には多くの湿地がありますが、最もよく知られた屋戸湿地に咲く花たちです。 

   

トウカイコモウセンゴケ（ﾓｳｾﾝｺﾞｹ科） 

東海丘陵要素植物の 1 つと言わ

れ、貧栄養湿地に生育する食虫植物

です。葉はスプーン型で表面には腺

毛がたくさん生えていて、粘液で虫

を捕え溶かして吸収します。花は晴

れた日の午前中しか見られません。 

ノギラン（キンコウカ科） 

中央に見える穂状の花で下から

上へと咲き上がっていきます。葉は

地面にへばりつき放射状に広がっ

ています。ショウジョウバカマに似

ていますが、花茎は中心のすぐ脇か

ら立ち上がることが違います。 

ホザキノミミカキグサ（タヌキモ科） 

 この植物も湿地の食虫植物で

泥の中の地下茎に１mm ほどの小

さな袋を持ち、動物性プランクト

ンを吸い込んで栄養にします。後

述のミミカキグサより少し乾い

たところに生育します。 

   

ミミカキグサ（タヌキモ科） 

 これも食虫植物で地下茎に小さ

な捕虫嚢を持ち、ミジンコなどの

プランクトンを捕えて栄養にしま

す。名前は花後に萼が大きくなり

種を包んだ様子が耳かきに似てい

ることから付けられました。 

サギソウ（ラン科） 

別名サギランと言われるように

ランの仲間です。見た通りサギが

翼を広げたような形からサギソウ

と呼ばれ、緑の中に浮かぶ様子は

美しく､多くの人に愛されているの

で、園芸店でもよく見かけます。 

スイラン(キク科) 

漢字では水蘭の字が使われま

すがキクの仲間です。細長い葉

がシュンランに似ていて湿地に

生えることからこの名が付けら

れたようです。花はジシバリに

良く似ています。 

写真・文  石川 明博 
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＜好奇心＞ 

好奇心とは珍しいことや未知のことなど関心のあることを自発的に調査学習し、物事の本質を知ることと

辞書にはあるが、私にとっての好奇心は海上の森にいっぱいあり、次から次へ発生してくる。 

 森へ入れば一気に環境が変わり、森の香り、木々にざわめき、鳥の鳴き声などが身の回りにまとわりつき

植物、鳥類、昆虫類の名前、特徴、生育している場所、人間生活との係り、利用方法などに疑問が湧きおこ

り、「草木染」の本を借りたり「たかが植物」「植物はすごい」「昆虫はすごい」「鳥はすごい」といった本を

購入し、関心事を調べている。こういった中で「蟻」の生態は面白おかしく私の好奇心を満たしてくれた。

海上の森での好奇心は私の生活を楽しく充実したものにしてくれる。こうしたことが自然を愛し大事にする

気持ちを培ってくれる。 

 海上の森は私を虜にしているようだ。                   中島 勇夫 

自然調査グループ 
海上の森エトセトラ 

 


