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森の会、未来へ始動。一人ひとりの小さな一歩から未来へ

９月 10 日、2017 年プロジェクト未来遺産の登

録団体として、日本ユネスコ協会連盟と住友ゴム

工業株式会社（ダンロップ）が協働で行う環境保全

活動に協力し、間伐作業を実施しました。初めての

方が殆どで、皆さんへのインパクトは大きかった

ことでしょう。会の未来につなぐ活動の一端を伝

えるいい機会になりました。森づくりをはじめ担

当スタッフの皆さん、お疲れさまでした。幅広い年

代と女性の参加もあって、会にとっても気づきの

多い良い経験となりました。 

プロジェクト未来遺産の応援金を活用した取組

みも進展しています。まず「活動記録集の作成」で

すが、各グループのこれまでの活動記録や検証、今

後の展望など、各グループリーダーが中心となっ

て、とりまとめが始まっています。将来に亘って会

の活動が継承されていくための、まさに“会の未来

遺産”です。皆さんのご協力をお願いします。 

次に「水車の復元プロジェクト」です。この地の

水車が海上の暮らしや産業をどのように支えてい

たのか、技術や特徴はどうであったか。皆さんの技

能や知識を発揮していただき、海上の里で“水車を

回す”ことにより、多くの人に里の文化を伝えてい

く、これも“会の未来遺産”になると期待されます。 

さらに「会の案内パンフレット」を作成します。

海上の森を未来の子どもたちに引き継ぐために、

会として、各グループとしてのメッセージを伝え、

活動を紹介し、会員獲得につなげたいものです。 

会の前進のためには他団体との交流も大切です。

近隣の同様な取組みをしている団体に学び、交流

を進める機会を持ちたいと思います。また第 1 回

「あいち海上の森フォーラム」が開催されます。こ

れも他団体との交流の良い機会です。皆さん、積極

的に参加してください。  

     （理事長 浦井 巧）                    

 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）。 

第 46 号 
2017 年 10 月発行 

★11 月 26 日(日)  収穫感謝祭   

★12 月 23 日(土)  正月準備と大掃除 

★１月 13 日(土)  正月行事とどんど焼き 

場所：里山サテライト（かたりべの家） 

    

 

海上の森だより４６号 目次 

森の会､未来へ始動。一人ひとりの小さな一歩から未来へ・・１ 

特集１ 海上の森を未来へ。伝えたい、私たちの想いと活動④ 

   チームエナセーブ未来プロジェクトとの協働活動・・・・・・・・・・2･3 

特集２ 海上の森の会トピック 2017 年８～10月・・・・・・・・・4･5 

グループ活動報告 2017年８～10月・・・・・・・・・・・・・・・・・・6･7 

地域発！ＮＰＯ団体の紹介 なごや東山の森づくりの会・・・・・・・7 

海上の森の会活動予定 201７年 11 月～2018年１月・・・・・・8 

フリーコーナー私もひとこと 舟橋弘さん ・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

海上の森の自然ノート 21 幼虫たちと成虫のチョウたち ・・・・別刷 

海上いま、むかし㊲ 経済成長期以前の海上と今 その後・・・別刷 

✾ ✾ 
９月３０日 四季のイベント・里のお月見を行いました。 

 

 

秋
の
味
覚
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
た
宴
の
あ
と
。
子
ど
も
た

ち
が
見
上
げ
た
月
は
、
里
を
優
し
く
照
ら
す
十
日
夜
月
。

関
連
記
事
が
７
頁
に
あ
り
ま
す
。  

 

写
真 

浦
井
道
子 

      



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➍ 
 

2 

 

❖プロジェクト未来遺産登録を契機に企業との協働    

昨年末に日本ユネスコ協会連盟が主催する｢プロジ

ェクト未来遺産 2016｣に海上の森の会が登録され、本

年２月に登録証を授与されたところですが、それに伴

う活動の一環として、住友ゴム工業株式会社（ダンロ

ップ）と日本ユネスコ協会連盟が協働で行う「チーム

エナセーブ未来プロジェクト」の環境保護活動（間伐

体験）を受け入れました。   

当日の参加は、住友ゴム工業株式会社、ダンロップ

タイヤ中部株式会社、日本ユネスコ協会連盟、名古屋

ユネスコ協会から 56 名の参加者がありました。海上

の森の会からは浦井理事長はじめ森づくり、里山文化、

自然調査の各グループから 12 名が、あいち海上の森

センター職員２名の協力の下このイベントに携わりま

した。朝の開式には小林所長より歓迎の言葉があり､そ

の後４班に分かれ間伐体験の森に入りました。 

多くの参加者が初めての体験であり、手順に従い手

ノコギリで十数メートルを超えるヒノキを倒した際に

は各班から大きな歓声が上がっていました。終了後、

昼食時には里山文化グループによる豚汁が振る舞われ

好評でした。最後に浦井理事長より閉会の言葉を述べ、

事故もなく盛況のうちに終えることができました。 

(副理事長・自然調査グループ 石川 明博） 

❖ダンロップ連携事業 海上の森間伐作業に参加して 

「チームエナセーブ未来プロジェクト」の活動の一

環として、海上の森で間伐体験の申し出がありました。

それを受け、２回の打合せを行い、作業方針を決めま

した。女性の参加者を含めた 54名で、全員が間伐体験

を希望され、体験者は少ないことなどを踏まえて、今

回は次の通りの準備をし、当日に臨みました。 

まずはサテライト裏手にある人工林内に数日前に充

分間隔を取り、４か所作業地を設定し、伐倒木を各２

本ずつ選木しました。 

当日、海上の森センターより、ツナギバシゴ、ヘル

メット、手ノコ等道具類を貸していただき、森の会の

不足分を補充しました。里山サテライトに全員が集合

してすぐに、大澤リーダーから間伐の方法や指導員の

紹介を行いました（１班：大澤、２班：阿部、３班：

青山、４班：原）。今回は各班共 10～14名と多いので、

浦井理事長、石川副理事長、センター職員２名にサポ

ート役を依頼しました。尚安全を期するため、安全統

括者及び救急・連絡者を各１名配備しました。 

各班ごとに指定地区に移動し、指導員の指示のもと、

手ノコで切り、ロープで倒し、枝払い、玉切りの上、

土留用に設置まで全員参加で作業しました。各班共２

本（３本の班もあり）伐倒し、ほぼ予定どおり 75分で

終了しました。道路脇の作業完了地区で横断幕を前に

撮った写真には笑顔が一杯です。 

道具類を片付けサテライトに戻り、森の会里山文化

グループの手作りの温かい豚汁とともに昼食をいただ

きました。ここでも話がはずみ、協働でやり遂げたこ

となどが語られたことと思います。 

今後共海上の森での活動を期待しています。 

（森づくりグループリーダー  平野 幸治） 

❖里の味覚で連携活動をサポートしました！     

 私たち里山文化グループは、事前の打合せでお昼の

お弁当に汁物をということで、豚汁をつくりました。

ダンロップの女性たちも配膳を手伝ってくださり、食

後には、社員の方々が「おいしかった」「ありがとうご

ざいました」と次々に声をかけていただきました。 

お世話をした私たちは、みんなで頑張って良かった

と嬉しく思いました。社員教育の行き届いた会社だと

感心しました。またぜひ海上の森にお越しいただきた

いものです。 

（里山文化グループリーダー 出口 なほ子） 
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▮企業と連携し､日本全体で保全・継承活動の展開を  

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 国内事業部  

主任 本間 雅子 

日本ユネスコ協会連盟では、失われつつある日本全

国にある豊かな自然や文化財を保存・継承する市民の

活動を「プロジェクト未来遺産」として登録し、100年

後の子どもたちに残し、伝える「未来遺産運動」を展

開しています。この活動の一環として、住友ゴム工業

株式会社（ダンロップ）と日本ユネスコ協会連盟は、

「チームエナセーブ未来プロジェクト」を 2013 年か

ら実施しております。全国の「プロジェクト未来遺産」

登録団体の活動に、ダンロップ社員が参加し、各地で

環境保全活動を展開しています。 

今年は初めて、海上の森の会様のご協力を得て、海

上の森で間伐体験を実施させていただきました。海上

の森の会の皆様が安全管理を徹底してくださったおか

げで、参加者の皆様も初めての間伐でしたが、無事に

終わることができました。また、昼食時には、豚汁を

ご用意してくださったり、温かいおもてなしをいただ

き、本当にありがとうございました。 

企業による連携は、このような社員ボランティアに

よる協力や社員募金やウェブサイトで募金を呼び掛け

る等を通じて、プロジェクト未来遺産にご支援いただ

いております。今後もプロジェクト未来遺産と企業の

連携を通じて、社員による自然・文化の保全活動を実

施するなど、日本全体で保全・継承活動を展開してい

きたいと思います。  

▮ダンロップタイヤ中部株式会社 田原社長より          

今年から、「海上の森」でチームエナセーブ「未来プ

ロジェクト」活動を無事スタートすることができ大変

感謝しております。当日の活動は大変でしたが、間伐

作業から美味しいお昼ご飯まで、参加した社員全員楽

しく汗を流しました。 

今後もこの活動を継続し、「海上の森」の環境保全に

少しでもお役に立てればと思います。     

▮チームエナセーブ 未来プロジェクト紹介      

住友ゴム工業株式会社 ＣＳＲ推進室 武田 恭典 

住友ゴム工業株式会社(ダンロップ)は、「自動車タイ

ヤ国産第一号」を生産してから 100年後の 2013年、世

界初「100％石油外天然資源タイヤ」を発売しました。

その 100年という節目の年に 100年後の未来の子ども

たちのために日本の美しい自然を子どもたちに継承し

ていくことを目的に、日本ユネスコ協会連盟と協働で

本プロジェクトをスタート。同連盟の未来遺産に登録

されている団体の協力を得ながら、低燃費タイヤ「エ

ナセーブ」の売上げの一部を活用して行う、グループ

社員、ご家族、一般のボランティアも参加する環境保

全活動です。５年目を迎えた 2017年は、愛知県「海上

の森」の活動を加え、北海道から九州までの全国９か

所で活動を行っています。 

★参加いただいた方たちの声    編集担当 浦井 道子           

 今回、参加のみなさんにご協力いただいてアンケー

トを実施し、47名の方から回答をいただきました。 

「1.海上の森をご存知でしたか？」には、知らなかった

方が３分の２弱と、知っていた方を大幅に上回っていま

した。愛・地球博から 10年以上経った今、海上の森そ

のものの魅力を再度アピールする必要がありそうです。

「2.間伐について理解できましたか？」には、83%の方

が理解できたと答え、思いのほか楽しかった、貴重な体

験ができたといった声が多く挙がっています。「3.こう

した活動への今後の参加について」は、全体の４分の３

の方がまた参加したいと回答されています。60代を始め

50代40代、20代の方の参加意向が高くなっています。 

みなさんの感想、ご意見を一部ご紹介します。 

◎未来プロジェクトに微力ながら貢献できたかと嬉し

く思う（60 代男性）。◎土石流などの災害が増加して

いるので、少しでも予防策をと参加した（50代）。 

◎間伐の方法など分かりやすく、内容も楽しかった。

（20代男性）◎会の活動の内容が分かった（40代）。 

◎広大な敷地の管理に苦労されていることを痛感した。

（60代男性）◎間伐の大切さが分かった（50代女性）。 

◎一つ一つ安全を意識した間伐作業は工場でも参考に

なる（50 代男性）。◎いい汗をかけて楽しかった（30

代女性）。他にも◎とん汁がおいしかった。と里山文化

グループのおもてなしも好評でした。 

今後については、◎毎年続けていきたい（30代男性）。

◎良い体験ができた。経験者の指導の元でできる間伐。

もっと参加できる機会があるとよい（50 代女性）（50

代男性）。など、継続を望まれる声を多くいただき、大

変嬉しく思います。 

今回の協働活動は、海上の森を未来へ伝え継ぐため

の記念すべき取組みの一つとなりました。 
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★海上の森の会にて行ったインターンシップの報告 

      名古屋産業大学生  大西 佑弥 

私は今回、学校でのインターンシップ研修の一環とし

て「海上の森の会」の皆さんと御一緒に農作業体験をさせ

て頂きました。参加させて頂いた理由としては、私が農作

業や自然環境と触れ合うことが好きで、農作業を軸に森

全体の管理と維持を両立させた「海上の森の会」の体制に

興味が湧き、是非その一端を目にしてみたいと思ったか

らです。 

初日は少し緊張していて、なかなかスムーズに作業で

きずにいたのですが、会の皆さんがとても丁寧に教えて

くださり、作業の流れを早くに掴むことができました。 

２日目は一般の方々と一緒に野菜の収穫や間伐作業を

行いました。この体験には幼い子どもたちも参加してお

り、小さい頃から自分たちが普段食べている野菜を収穫

することで野菜のありがたみや収穫の楽しみを知ること

ができるのは非常に稀有な体験だと思います。私自身も

間伐なんてしたことがなかったのですが、一般の方々に

混ざって時間は掛かってしまっ

たものの､何とか無事に間伐を

終えることができました。子ど

もの親御さん方が必死の顔で作

業していたのが印象に残ってい

ます。右の写真は間伐時の一枚

です。自分を含め皆さんなかな

か辛そうでした。 

 また今回のインターンシップの中で一番印象に残って

いる作業は、毎週森の会の皆さんが行われている自然環

境調査という海上の森の特定のルートを歩きながら植物

や昆虫の数と種類などを調査しデータに纏めるものでし

た。当然歩きながら調査を行うので、植物や昆虫の姿形を

知っていないと見逃してしまうことが多く、最初の頃は

会の皆さんに教えて頂きながら一つ一つメモを取るので

精一杯でした。しかし調査の回数を重ねていくごとに、

段々とメモを開かずとも少しずつではありますが、植物

や昆虫の判別をすることができるようになっていき、正

直自分でも驚きました。 

 私にとっては初めてのインターンシップでした。そん

な私にも森の会の皆さんは丁寧にご教授して下さり、本

当にお世話になってばかりでお役に立てたのか疑わしい

ところではありますが、今回参加させて頂いて得た経験

を今後の就職活動や日々の生活に生かせるよう、研鑽を

積んでいきたいと思います。 

★会議の記録 

｜水車復元プロジェクト検討会議（７月 22日） 

水車復元プロジェクトの第１回検討会議を７月22日の

定例活動日に里山サテライトで開催しました。実は、サテ

ライトの２階に昔の水車の輪（水車の直径１メートル弱）

の部分が保管されていました（写真左）。どこから来たも

のか知る人がいないのですが、十分使えるものです。これ

を使用して復元を図ろうということになりました。写真

右の規模・構造を参考に、粉ひき程度の機能を持たせたい

としました。 

今後、皆さんのお知恵を拝借し、具体的な計画づくりを

進めたいと思います。     （理事長 浦井 巧） 

 

｜森の会入会案内パンフレット作成検討会（９月12日） 

 海上の森の会の案内パンフレットの作成について、９

月 12日に拡大編集会議のメンバーで話し合いました。こ

れまでのものをリニューアルすることで一致し、構成を

考えました。９月 30日の運営会議で案を示し、各グルー

プリーダーに活動のあらましや写真の整理をお願いしま

した。             （理事長 浦井 巧） 

｜29年度第２回運営会議(９月 30日) 

1.事務局より、会やグループの行事では一般参加者とス 

タッフとの区別がつかないので、スタッフが着用する 

ベストをある程度の数、調達したいとの提案があり、協 

議した。 

2.「森の会入会案内パンフレット」の作成では、レイアウ 

ト、グループ紹介記事の原稿締め切り（１～２行、10月 

末）、パンフレットの活用などについて協議した。 

3.懸案になっていた関連団体との交流について協議し、 

手始めとして名古屋市千種区で活躍されている「なごや 

東山の森づくりの会」に呼びかけることになった。 

4.『活動記録集』の刊行では具体的な内容について協議さ 

れ、各グループの取りまとめ表に「これからの展望」項 

目が追加された。Ａ４用紙１枚程度に箇条書きもしくは 

文章で、11月末を目処に提出することになった。 

サテライト２階に保管された水車 参考：京都府立植物園の水車 



特集２ 海上の森の会 トピック 
 

 5 

 

5.ため池施行チームより、修景作業の最終段階に入り、修 

景としての植樹と水路の補修を残すのみとなったこと 

が報告され、植樹ではため池の法面に植える木として、 

海上の森の象徴的な樹木であり、挿し木による再生が 

可能なシデコブシが提案され、協議した。 

6.未来遺産関連事業である水車復元プロジェクトでは、 

担当者より里山サテライト２階に保管されている小型 

の水車の活用が提案され、協議した。完全な形で部品が 

残っているわけではないので、具体的な検討については 

次回以降へ持ち越しとなる。 

（編集担当 伊藤 良吉） 

★他団体との交流・連繋 

｜海上の森運営協議会 

９月12日に海上の森センターで愛知県主催の海上の森

運営協議会が開催された。会議では海上の森センターの

運営全般についての説明と質疑応答があり、詳細には海

上の森センターから「海上の森保全活用計画 2025の進捗

管理」（施設ゾーン、ふれあいの里、等の各エリアでの森

林整備、農地の活用整備、等および自然環境の保全、体験

学習、人材育成、情報発信として調査学習会、森女、ミニ

セミナー等）について、自然環境課から「自然環境保全地

域維持管理事業」（シデコブシの保全、スミレサイシンの

保全、湿地の保全、ギフチョウの保全など）についての説

明があり、その後質疑応答を実施した。 

特に「海上の森保全活用計画 2025の進捗管理」につい

ては森林の整備、農地の活用と整備、自然環境の保全など

海上の森の会の各グループ活動と密接に関係するもので

す。「海上の森保全活用計画 2025 の進捗管理」を一読す

ることをお薦めします。   （理事 曽我部 紀夫） 

｜瀨戸市まるっとミュージアム観光協会 

当会が加入している瀬戸市まるっとミュージアム・観

光協会の理事会及び総会が本年５月25日９時より瀬戸蔵

にて開催された。 

理事会では会長挨拶の後、平成 28年度事業報告・収支

決算等の決議及び平成 29年度事業計画案・収支予算案が

承認された。引き続き総会（会員総数 458）が開催され、

会長・市長の挨拶の後、理事会決議事項が総会において承

認された。報告事項の中で６月開設の瀬戸観光案内所が

チラシ配布先として利用できると感じた。総会終了後、桂

武弘氏（日本旅行総研コンサルタント）による「地域資源

を活かす観光地づくり」の講演があり、全国各地の取り組

みが紹介され、「白山平泉寺などの遺跡めぐり」、「谷川岳

星の鑑賞会」などの取り組みが、海上の森の会のイベント

に参考になるのではと感じた。 （理事 石川 明博）              

｜せと環境塾運営協議会 

せと環境塾運営協議会が７月 28 日に開催されました。

せと環境塾とは瀬戸市が主催する会議で、市民、事業者、

行政が協働して瀬戸市の環境教育講座を行うことを目的

としています。せと環境塾運営協議会は 13の団体からの

委員で構成されています。 

講座には①瀬戸市主催の講座と②団体主催の認定講座

があり、海上の森の会から認定講座として 四季のイベ

ント、自然ウオッチング、木工芸教室が 10月１日号の瀬

戸市広報に掲載されました。 

せと環境塾運営協議会は年２回開催され、次回の会議

には上記認定講座の実施結果を報告しなければなりませ

ん。            （理事 曽我部 紀夫）         

｜尾張北部生態系ネットワーク協議会 

10月 11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

活動テーマ「うらやま固有種の地域バンキング形成活動」

に関わる①内容構成キーワード、②活動方法、③瀬戸市・

春日井市・小牧市・犬山市４市の取組みとの連携と位置付

けについて協議した。     （理事 似内 信彦） 

★定例活動日の記録 

８月の定例活動日は 26 日（土）に、９月の活動日は、

23日（土）に海上の里で、里づくりグループの指示のも

と、主に田の草取りを行いました。 10月の定例活動日は

雨天のため中止しました。         (編集担当) 

｜収穫感謝祭からのお知らせ 

本年の収穫感謝祭は、11月 26日（日）９時より（一般

受付は９時 30分より 10時 30 分）、里山サテライト（か

たりべの家）で行います（同封の挨拶文参照）。（事務局） 

 

 

 第１回あいち海上の森フォーラムのシンポジウムが、 

11月 12（日）13時 30分から、ウインクあいち（1001会 

議室）で開催することが決定しました。 

テーマは「人と自然の共生の途」です。これまでの国際

フォーラムのコーディネーターを務められた川井秀一先

生の基調講演を始めトークセッションがあります。是非

ご参加ください。       （理事長 浦井 巧）  

 あいち海上の森フォーラムからのお知らせ 
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自然調査グループ                                

平成 29年度の調査学習会が終了しました 

海上の森センターからの受託事業である 29 年度

調査学習会第１回目は５月 28 日の「初夏の海上の

森」、第２回目は７月 16日の「海上の森のキノコ」、

第３回目は７月 30日の「海上の森の水生生物」を終

えて、８月 18日に海上の森センターへの報告、およ

び完了検査を受けて無事終了しました。 

✽海上の森のキノコ 

センターの遊歩内の森

でキノコを採取し、木村

先生から採取したキノ

コの名前、特徴、性質（有

毒、無毒）などの講義を

受けました。 

✽海上の森の水生生物 

センター前の吉田川で 

魚、カニ、ヤゴ等を採取

し、内田先生から採取し

た水生生物の名前、特徴、

生態などの講義を受けま

した。 

ともに夏休みの子どもたちが多数参加し、賑やか 

な学習会でした。 

     （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 

朝、夕の気温が肌寒く感じ、季節はすっかり秋に

なりました。５月に始まりました「里と森の教室」

は回を重ねて、７回を無事に終えることができまし

た。第４回より第７回までの報告をします。 

第４回は７月 23日、参加者数 42名・21家族、ス

タッフ 13名。天候不順の中、田の草取りを行いまし

た。昼食は、「里のくらしグループ」の協力により大

変美味しいカレーライスを頂きました。昼食後、里

で採れたスイカでスイカ割りを行い、楽しいひと時

を過ごしました。午後は、「自然調査グループ」の協

力により里山の自然体験の予定でしたが、雨が降り

出したので中止としました。 

第５回は８月 20日、参加者数 32名・15家族、ス

タッフ 19名。地這いキュウリの種蒔き。午後は、稲

架棒の伐採作業。初めての試みでしたが、センター

と森づくりグループの協力により無事に終えること

ができました。１班と２・３班に別れ、各班２本伐

採しました。また昼食時には、女性スタッフが、料

理した里で採れたソウメンカボチャを試食しました。  

第６回は９月 24

日、参加者数 49名・

23家族、スタッフ13

名。サツマイモ掘り

です。スコップで掘

りサツマイモが、顔

を出す度に大きい、

小さいと一喜一憂

し楽しい時間を過

ごしました。 

第７回は 10月１日、参加者数 38名・19家族、ス

タッフ 13名。稲刈り・稲架掛けです。慣れない手付

きでノコギリガマを持ち、一生懸命稲刈りをしてい

る子どもたちの姿が印象的でした。また参加された

皆さんの頑張りにより、予定通りに終えることがで

きました。 

まだ８回、９回、自主参加日と３回の開催があり

ます。海上の里での思い出作りに多人数の参加をス

タッフ一同待っています。 

      （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 

「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業」

による活動も半ばが過ぎました。そこで現状を報告

します。5.66ha地内の第２ゾーン（約 1.1ha）の雑

木、枯木処理は約３分の２終了。11月半ばには完了

したい。その後人工林の間伐に着手します。幸い台

風 21 号の被害も無く今後もこのまま推移しそうで

一安心です。活動の前半は降雨で２日休み、参加人

数もやや減っていましたので、後半は月５回の作業

を組む予定です。谷筋の崩落場所の処置は間伐作業

の進捗を見て、打合わせの上決めたいと思います。 

今後共参加者全員が気を引きしめて、体調管理に

十分注意して、外傷などしないように作業を続けて

いきます。  （グループリーダー 平野 幸治） 

木工芸教室 見て！こんなに沢山作ったよ！ 

速さと多作のチャンピオン石原さんにインタビュ

ーを行いました。 

―作品の行き先は？ 「自慢の飾り棚に陳列し、眺

めては至福の時間を独り占めしている。」 

―これだけの量産では苦労もあると思うが？ 

「次に何を作るかネタ探しには悩むね。創造力が働

キノコの学習風景 

水生生物の採取風景 

サツマイモ掘り風景 



グループ活動報告 
 

7 

 

かない時は、パクれ

るものがあれば即頂

くね。これ上達の近

道かもね？？？？」  

―今後挑戦したい作

品ジャンルは？ 

「大物やユーモア調

にも手を広げ、家族・子どもと喜びを共有したい。」  

   （リーダー 布目 勝） 

里山文化グループ サテライト維持管理  

暑い毎日、雨も多くサテライトの庭の管理は草と

の戦いでした。天候不順という言葉をよく聞きまし

た。異常なほどの草の伸びで大変でした。それでも

毎月 25 日前後に草取りをしたおかげか月見の日に

心配しました雑草の伸びが少しで安心しました。今

年は草の種が落ちる前に取ってしまおうと皆さんで

頑張りました。きれいなお庭でお月見ができました。                   

里のくらし 海上の里のつれづれ 

今年は暑く、雨も多い夏でした。里のくらしの皆

さんはかわりなく、里には散歩、ハイキング、調査

等いろいろの方に来ていただいています。いつの間

にか柿も色づき、稲刈りも終わり秋です。９月 30日

お月見をしました。今年程お天気の心配をしなくて

いい年はありませんでした。朝から快晴、少し早め

の月見でしたので「お月様」が 10日目でしたが素晴

らしい月見ができました。やはり月見は「団子でし

ょう」ということで月見大福をたくさん作ってお供

えし、参加者の皆さんで「栗おこわ」「芋煮、サンマ

の塩焼き、けんちん汁、ずいき、芋のくき煮」もあ

って盛りたくさんの「田舎のご馳走」をいただきま

した。ごちそうさんでした。また、会員の参加者は

もちろんのこと、一般参加者も３組あったことがた

いへん嬉しいお月見でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（グループリーダー 出口 なほ子） 

地域発！NPO団体の紹介 

特定非営利活動法人なごや東山の森づくりの会 

森で汗をかく！森で学ぶ！森で遊ぶ！ 

 東山の森は名古屋の東部丘陵にあり平和公園と東山

公園からなり、東山動植物園を含む約 400haです。ここ

の平和公園南部には里山景観、シラタマホシクサ湿地、

水田があります。ここは幻の’88ナゴヤオリンピックの

メインスタジアム候補地でした。破壊される森を守ろう

と平和公園自然観察会が 1981 年に始まり、通信も「平

和公園の自然をこのままに通信」でした。しかし、自然

遷移で湿地は涸れ、森は鬱蒼とし常連のホオジロなどが

減り、コゲラが増えました。 

そこで平和公園自然観察会は 1999 年に「名古屋新世

紀計画 2010」へ「市民と行政の協働による森づくり」提

案をしました。「協働」が良かったのでしょうか、名古

屋市は 2003年「なごや東山の森づくり基本構想」策定・

公表され、これを受けて 2004 年に協働組織「なごや東

山の森づくりの会」が発足しました。理念は、「人と自

然のいのち輝く森づくり、森づくりから共生型社会の実

現をめざす」です。 

2003年に、なごやの森づくりパートナーシップ連絡会

(現在 25団体)が既に結成されており、2005年緑のまち

づくり条例制定とともに「緑のパートナー協定」で補完

され、各緑地で市民による森づくり活動が盛んになりま

した。東山の森づくりの会もその中核を担ってきたと自

負しています。 

 
 上の図の班活動も活発ですが、９月事業部活動報告は

活動日 36日、参加数 543人でした。秋の子ども森づく

り活動のナイトハイクは鳴く虫、フルート演奏もありで

参加数 82 名でした。過去２年間に取り組んだ事業のい

くつかをあげます。田んぼ・畑講座、もっと知ろう・う

るおいの森WS、 ビーティングネットで虫を採る、企業

のCSR、JICA生物多様性を活かした地域開発視察、生物

多様性保全活動サマースクール、蓮教寺の夏冬どんぐり

クラブ、中学校校外学習支援と多彩に取り組んできまし

た。これからも多様なパートナーとの協働を堅持してい

きたいです。         （代表理事 瀧川 正子） 
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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 11月～2018年１月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 グループ 
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里づくり・耕地管理 
1,8,15 各水曜 25(土)  
※12（日）は自主参加日  

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) 
14(火)予定 

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

木工芸教室 (作品製作) ※あれば工具 12（日）,15(水) 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

協力 清掃ハイキング 19(日)  9:00～16：00 海上の森センター 全員参加 

★定例活動日（全体） 25(土) 10:00～ 里山サテライト 全員参加 

収穫感謝祭 26（日） 9:00～15:00 里山サテライト 全員参加 
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森林
も り

づくり (間伐作業) 
2(土),5(火),16(土),19(火) 
12(火)予定 

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 各水曜 23(土)  9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然環境調査 7,14,21 各木曜 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

里と森の教室 10(日)  9:00～15：00 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 3(日),10(日),20(水)  10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

四季のイベント･正月準備と大掃除 23（土） 9:00～15:00 里山サテライト 全員参加 

１ 

森林
も り

づくり (間伐作業) 
6(土)初出,安全祈願、 9(火), 
20(土),23(火) 16(火)予定 

9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

里づくり・耕地管理 10,17,24 各水曜   9:00～ 里山サテライト 里づくり 

自然環境調査 11,18,25 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 14(日),17(水),28(日) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

四季のイベント･正月行事とどんど焼き 13(土) 10:00～15:00 里山サテライト 全員参加 

★定例活動日（全体） 20(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・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

爽やかな自然と、あたたかい笑顔に囲まれて 

昨年６月、初めて森づくりに参加しました。暑さだけでなく、これまでデスクワ

ークしかしていなかった私が外で作業をしたため、下着まで濡れるほどの大汗

です。こんなに汗をかいたのは記憶にありません。疲れましたが、自然の中で

の活動は、心身ともにリフレッシュでき、心地よい爽やかさが残りました。グルー

プの皆さんは温かい人たちばかりで、何も分からない、できない私に、親切に

接して下さいます。年上のはずなのに、体力も腕力もまったくかないません。そ

れでも「いいよ、自分のペースでやれば・・」と笑顔で励ましてくださいます。私

は、定年退職はしているのですが、第２の勤めがあり、月１回参加できるかどう

かです。それでも、グループの皆さんに甘えながら、自分のペースで、できるこ

とを少しずつ積み重ねていきたいと思っています。 

（森づくりグループ 舟橋 弘） 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

海上の森で見られる不思議な形をした幼虫たちとその成虫のチョウたちです。 

   

クロコノマチョウの幼虫 

 何とも不思議な格好です。駐車場

近くの林道のヨシにいました。その

他ススキやジュズダマを食草とし

ています。生まれたばかりのころは

集団で過ごしますが、脱皮を繰り返

し大きくなるにつれ離れます。 

ウラギンシジミの幼虫 

フジやクズを食草として花も良

く食べます。花の時期になると花穂

の一部とそっくりに擬態し、近くで

見ても解りません。２本の突起のあ

る方が後ろで刺激するとブラシの

様なものを出して威嚇してきます。 

ルリタテハの幼虫 

 とまっている植物はサルトリ

イバラです。その他ホトトギスの

葉にもいます。それにしても毒々

しい格好ですが、毒はありませ

ん。イラガなどに似せて威嚇して

いるのなら作戦大成功です。 

   

クロコノマチョウ（タテハチョウ科） 

 薄暗いところをひらひら飛ぶ大

型のチョウです。季節で色が違い

これは黒っぽいので夏型でしょう

か。緑の葉にいる時は良く判るの

ですが、地面などの枯葉にとまっ

ている時は全く見つける事ができ

ません。 

ウラギンシジミ（シジミチョウ科） 

真ん中の白いものがチョウで

す。見えている方が裏で白いので

ウラギンと言います。このチョウ

は成虫で越冬するのですがとまっ

ているのは落葉樹なので天気の良

い暖かい日に常緑樹に移動するで

しょう。 

ルリタテハ（タテハチョウ科) 

年に２～３回発生し、秋のチ

ョウはそのまま成虫越冬しま

す。成虫で越冬するので春一番

現れ、陽だまりで翅を広げてい

ます。縄張りを持っているよう

で飛び回っては同じところに戻

ります。 

写真・文  石川 明博 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

＜自然調査グループ参加の動機＞ 

停年を迎える３年ほど前から何か趣味を持たねばと考えていた。丁度その頃知り合いから万博予定地だっ

た海上の森で自然についての会があると聞いた。それは海上の森の会で、いくつかのグループに分かれ、そ

の中で自然調査の存在を知り参加した。参加の動機は、孫がいるのと自分のため、生物について何か聞かれ

たら答えられる様になりたいと思った次第です。最初は草木の花や昆虫などほとんど知らぬ自分は、ついて

いけるか不安でしたが、グループ仲間に親切丁寧に教えて頂いたおかげで、随分と覚えさせてもらいました。

まだまだ半人前ですが孫に少しは教えられるようになりました。ところが最近、その物自体は解っているの

に名前が出てこない。最悪である。 

でも、自然調査はとても楽しいですよー。                    土井 功也 

海上の森エトセトラ 自然調査グループ 

 



「海上いま、むかし」 
 

㊲ 経済成長期以前の海上と今 

─鈴木保親さん聞き書き─（その５：日々のくらし） 

海上のくらしの中で苦労したのが、よい水を得る

ということでした。また、日々繰り返すくらしの中

でも、時として記憶に残るような、ちょっとした出

来事もありました。永らく続きました保親さんのお

話しも、ここで一息入れてもらうことになります。 

┃1960年頃の飲み水 

どの家にも屋敷内にツルベ（釣瓶）井戸がありま

した。井戸が母屋の脇にある場合には、たいていは

母屋からさらに庇をさしかけて下屋を造り、井戸を

屋内に取り込むものでした。 

井戸の水源となる地下水脈は、ほんの少し隔てる

だけで、水質に違いがありました。海上の井戸水は、

マミズもあればソブミズもありました。ソブミズは

鉄分を含んで茶色になるので、底に水口が付いた水

甕にシュロ皮を敷き、砂を入れて濾しました。井戸

ポンプが普及するようになると、ポンプの口に木綿

袋を取り付けて濾しました。それでも、山の浅い海

上では、沢奥の湧き水を竹樋などで屋敷まで引き込

むということはありませんでした。 

井戸水は渇水期になるとよく枯渇しました。汲ま

ずに放って置けば、いずれは水が溜まりましたが、

風呂水ともなると、かなりの量がいりますので、海

上川まで下りて、バケツ２杯の水を汲み、天秤棒で

担いで来ました。これを何回か繰り返さなければな

りませんでした。水汲みは子どもたちの仕事でした。

汲んできた水はすぐ風呂桶に入れました。裏山には

木が生い茂り、燃料には困りませんでしたので、川

水や井戸水を盥などに入れて、燃料節約のために日

向水にすることはありませんでした。 

┃現在の飲み水 

現在も市の水道は引かれておらず、飲み水は井戸

水や湧き水に頼っています。井戸水の多くは沸かし

て飲み水にするか、洗いものなどの使い水にしてい

ます。 

┃「流し」に用いる樹木 

井戸の脇には、食器や野菜などを洗う木枠の流し

が付いていました。流しの材料にはヒノキやマツが

用いられました。保親さんの家では、流しは知り合

いの大工さんに作ってもらっていました。錆びない

ように木の釘を使いました。何年も使っているうち

に、水が漏れてきますが、その度に流しを作っても

らいました。 

┃各家の燃料 

カナギ（雑木）は何でもワリキ（割木、薪のこと）

にしました。秋から冬にかけて 1年中のワリキを作

って軒先に大人の背丈ほどの高さに積み上げました。

ワリキは高さ 1間に積み上げるのが標準だったよう

です。 

┃お薬師さん 

保親さんの家の裏山を登ると、２つ目の峰に薬師

如来石像が祀られています。元はここに薬師堂があ

りました。ここから南に下る道もあり、この道は通

称「東畑」に至りました。その先には「東畑」の集

落や南の通称「向い田」の集落がありました。 

11 月 12 日がお薬師さんの縁日で、この日を「十

二薬師」といいました。海上では各家でオハギを作

ってお薬師さん

に供え、お参り

しました。オハ

ギは蒸した餅米

をスリコギでつ

ぶし、小豆餡で

包んだもので

す。 

┃戦後の寒天作り 

昭和 20 年代のことです。名古屋のある薬品会社

がやって来て、薬剤に用いる寒天を海上の森で作り

たいという申し入れがありました。海上のシマ（ム

ラ組）で話し合い、これを許可しました。 

四ッ沢から海上の里に向かう途中の物見山方面へ

の分かれ道付近をクルミドといいますが、辻の近く

の海上川に架かる橋の上流側に大きなハソリ（大釜）

をすえ、海上川の上流から樋で水を引き込んでおり

ました。寒天作りは寒い冬の仕事でした。樋で引い

た沢水をハソリに入れ、寒天の原料であるテングサ

を煮ました。煮たものを魚介類の搬送に用いるトロ

箱のような箱に入れ、それに沢水を流して寒天に固

めました。 

しかし、海上の森といっても、冬の冷え込みがそ

れほどきつくないため、思うような寒天ができず、

この薬品会社は間もなく寒天作りを諦めました。    

（語り部：鈴木保親氏 記録：伊藤 良吉） 

海上のお薬師さん 


