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戌年も穏やかに明け、皆さんも健やかに新たな

年を迎えられたこととお慶び申し上げます。昨年

は皆さんの活躍により成果の多い年となりました。 

年度当初に今年度の活動の柱として５項目を掲

げましたが、年初にあたり振り返ってみます。 

１つ目は「想いの共有」です。会報にも皆さんか

ら想いを語ってもらい、何を未来につなげるのか、

何を伝えていくのか、つないでいくのかを明確に

し、共有を図ってきました。さらに具体化に向けて

考えていきたいと思います。 

２つ目は「活動の検証」です。まず生物季節調査

では、より広くデータを集積するためコースを追

加しました。森づくりでは、助成事業による新たな

プロジェクトを立ち上げ健全な森づくりに着手し 

ました。里づくりでは、耕地管理に企業連携を取り

入れ新たな連携を模索しました。里のくらしでは、 

プログラムやメニューを工夫し、スタッフの負担

の軽減などを図りました。 

３つ目の「やりがい」では、運営会議などで意見

交換していますが、まだ道半ばです。 

 

 

 

 

 

 

 

４つ目の「地域・企業との連携」では、新たにカ

ルビー(株)が里でのサツマイモづくりを手掛ける

ことに協力・指導し、新たな連携の形をつくりつつ

あります。「東山の森づくりの会」への視察など、

他団体から学ぶことにも積極的に取組みましょう。 

５つ目の「広報の充実」は、多くの会員からの意

見をいただくよう執筆者の掘り起しに努め、多様

な考えを伝えてきました。また、会員確保のため

「入会案内」のリニューアルを進めています。 

その他、これまでの活動のまとめと展望を示し

た「活動の記録」の作成や、里のくらしを伝える

「水車づくり」、ため池の保全につなげる修景作業

の具体化も進めています。 

まだまだ、やり足りないところや不十分なとこ

ろが多々ありますが、人と自然をつなぎ、海上の森

を保全活用する取組みを次世代に引き継ぐため、

皆さんと共に真摯に活動に取り組んでいきたいと

思っておりますので、今後とも一層のご協力ご支

援をよろしくお願いします。 

（理事長 浦井 巧）                    
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「想いの共有」総括と展望  

▮自然調査グループ  

★自然調査全般 2018 年も参加する人が楽しみなが

ら続けられる植物、野鳥、蝶、トンボなどの調査活動

を行ないます。 

調査活動が主目的であるが、調査を通して得た知識

を活かして①情報の発信 ②受託事業の調査学習会の

実施 ③一般の方へのツアーガイド ④希少種・自生地

の保護、保全活動の実施を行ないます。 

① 調査結果の報告を今までと同様に掲示を続けます。 

② 調査学習会では子どもたちに自然の面白さ、不思

議さに気づくような学習会にします。 

③ ツアーガイドについては海上の森の良さを知って

もらう事と海上の森に関わりを持ちたくなるよう

な案内をします。 

④ 保全活動は海上の森で希少な植物、湿地などの保

全作業を愛知県と協働で継続して実施します。 

これからも海上の森が荒廃しないように海上の森セ

ンターと協働していきたいと考えています。 

       （グループリーダー 曽我部 紀夫） 

★生物季節調査 昨年海上の森をより広く調査する

ためコースを増やしました。コースはこの地方を代表

する砂礫や花崗岩地質、貧栄養湿地を含むコースです。 

本年は会員の増加を図るとともに調査の精度を高め、

将来に向け海上の森全体の調査に繋げていきたいと思

います。自然ウォッチングは新規参加者やリピーター

もあり、軌道に乗りつつあります。これからも海上の

森の魅力を伝えていきたいと思います。 

☆会員現在 19名     (リーダー 石川 明博） 

▮里づくりグループ  

★里と森の教室 2017年の「里と森の教室」は無事

に終えることができました｡ひとえに参加者の皆さん､

スタッフ全員、そして協力して頂いた海上の森センタ

ー、里のくらしグループを始めとした他のグループの

皆さんのおかげと感謝しています。2017年は教室の

新しい取り組みとしてミニ門松作りを行いました。参

加者の皆さんそれぞれ思い思いのミニ門松を作り、玄

関先に飾ってお正月を迎えたことと思います。 

2018年の「里と森の教室」は 9回の開催を予定し

ております。我々スタッフ全員の思いは、参加する皆

さんが「楽しかった」「参加して良かった」「また参加

したい」と思いを抱いて頂くことです。またこの海上

の森の里山の自然・景観を守っていくために昨年行な

った干し柿作りを教室の活動としていきたいと思いま

す。そのため各グループとの連携を密にしていきたい

と思っています （グループリーダー 原田 幹雄） 

★耕地管理 コミュニケーションを大切にし、何事

にも協力為し合う姿勢を子どもたちに見せていきた

い。         （リーダー 阿部 与佐雄） 

★再生管理 続けていて良かった！元気をありがとう！ 

 今年も「里と森の教室」が関係者の皆さまのご協

力により無事終了することができました。スタッフの

一員として嬉しく思います。教室には農作業体験を楽

しみたい家族の方々、里の自然を楽しみ満喫したい方

など、それぞれ異なった目的をもって参加されていま

す。今年も畑作ではさつま芋、里芋の栽培など、水田

では稲作が主な事業でしたが、活動をマンネリ化させ

ないように収穫したそうめん南瓜の試食会、干し柿づ

くり、門松づくりが新たに企画され、好評で良かった

と思います。教室開催に当っては試行錯誤を繰り返し

ながら、参加者が喜び楽しんでもらえるように努めて

います。 

最終回で閉会式の解散後、Ｋさん親子が駆け寄って

来て満面の笑顔で「一年間ありがとうございました。

大変楽しかったです」と挨拶してくれました。非常に

印象的な一瞬でした。感激、嬉しい、の一言です。ま

たこれからもみんなと一緒に続けて行ける活力と元気

を頂きました。ありがとうございました。  

           （リーダー 中川 正男） 

▮森づくりグループ 

★森林
も り

づくり 助成事業により、新たに 5.56ha地

（1～5ゾーン)を設定し､平成 28年度より開始しまし

た。森の荒れがひどく、枯木、雑木処理に相当な日数

を要しました。作業現場の下には散策路があり、間伐

木の落下、落石は絶対にしてはなりません。今まで手

つかずの森であり、倒木、危険木の処理をまず第一に

行なうのも一つの考えだと思います。海上の森センタ

ーと充分な打合せを行い、確実な作業を進めてゆきま

す。安全、確実な作業を継続することが、私たち森づ

くりグループのモットーです。 

（グループリーダー 平野 幸治） 
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★木工芸教室 開校して４年目ですが、登録生徒数

は 35名と活況状態で日曜組と水曜組の分離開催に追

い込まれる嬉しい悲鳴を上げています。今年は楽しい

交流に加えて下記を目標とします。 

☆森の成立ちと役割の理解を深め、その恵みへの感

謝の気持ちを高める。 

☆作品の質的向上を図る。 （リーダー 布目 勝） 

★企業連携 裏山の森は、自分たちで守る気概を！ 

 古の里の人々からは、自分たちの裏山の森から得

られる“自然の美しさ”“災害減らし”“水源・生活の

基盤”“文化伝承の場”のために何年何百年と守り続

けた努力が伺える。いつしか裏山の森は「誰かが世話

をするもの」と自分たちの守るべき森を忘れつつあ

る。海上の森の森づくりには、地域の人々や企業連

携・行政などにより多種多様な協働活動で守り続けな

ければならない。ただ、未来に向けて大事なことは

「自分たちの裏山の森は自分たちで守る」という里山

人（さとやまじん）としての気概を持ち続けることだ

と思う。         （リーダー 大澤 秀文） 

▮里山文化グループ  

★生活史調査 海上の森の最も高い位置に「大平縄

文遺跡」があります。そして低地に「吉野弥生遺跡」

もあります。その間には多くの古墳群や古窯、古城跡

が分布します。「広久手第 30号窯跡」に始まる瀬戸

焼の歴史は「日本遺産・六古窯」に指定されました。

森と関わって生きてきた海上の人々の営みを「未来遺

産」として伝えてゆきたいと思っています。 

（リーダー 山川 一年） 

★案内巡視グループ 昨年山ガール３名の新規会員

が加わり、賑やかに楽しんで海上の森の案内巡視をし

ています。現在は７名で案内巡視を行っていますが、

会員希望の方は海上の森の会へ連絡ください。 

            （リーダー 鈴木 正司） 

▮情報広報グループ 

★広報 プロジェクト未来遺産に登録された海上の

森の自然環境保全や里山文化の継承等の活動を次世代

に引き継いでいくためには、若い会員の確保が不可欠

です。若い人たちに関心を持ってもらうため、入会案

内の見出しを｢瀬戸の海上の森にいりゃ～！｣に変え、

グループの活動内容の紹介を拡大する等､見直しを行

いました。会報では、会員の皆さんの｢海上の森を未

来へ。伝えたい､私たちの想いと活動」を特集してき

ました。 

2018年は、海上の森の会が担う役割、使命を広報

し、次世代に引き継いでいくため、若い世代の入会を

促進していきたいと願っています。 

（グループリーダー 似内 信彦） 

        

★こんな素敵なメッセージが届きました！「想いの共有」

のむすびにかえてご紹介します。ありがとうございました 

「入会して１年が過ぎようとしています！」 

 大した趣味もない私たち（夫婦）が、せめて体力維

持にと始めた里山歩きで本会の自然観察グループのお

世話になり、草花の名前を知るようになったのが入会

のきっかけです。その後、間伐体験や里の教室に参加

し、これまでの生業とは全く異なる体験をさせて頂き

ました。そして、これを続けていきたいと思うように

なり、昨年４月に入会致しました。 

 海上の森が街の喧騒から離れた、自然豊かな環境に

あるのは物見山から見れば一目瞭然ですが、その魅力

は夕方サテライトに立つと良く分かります。そこに身

を置くと、凛とした静寂に満たされ、安らぎを覚える

とともにストイックな気持ちにさせられます。この森

が開発の手から逃れられたことは幸いであり､この自

然を守り､維持してこられた会員諸氏にただただ敬服

するばかりです｡ 

 さて、入会後は里づくりグループと森づくりグルー

プに籍を置き、収穫祭などのイベントにも参加させて

頂き、１年が過ぎようとしています。米作りや野菜作

り、間伐など全て未経験に近い体験で、充実した時間

を過ごしておりますが、一番大変だったのは、夏の暑

さの中での作業です。長年冷房に慣れた身には辛いも

のがありましたが、これも自然相手の作業だと楽しむ

ことにしました。 

 まだ全貌が見えていませんが、この自然豊かな森を

未来永劫に維持していくためにはやるべきことがいっ

ぱいあるように思います。この森の維持はともかくと

して、私たちのモチベーションの維持がいささか心配

ですが、本会の活動に少しでもお役に立てれば幸いで

す。（里づくりグループ・森づくりグループ 杉浦 元保） 

★今回ご紹介できなかったリーダーさん、会員のみなさまの原

稿は次回以降でご紹介致します。寄稿もお待ちしています。   
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☆11月～平成 30年 1月会関連事業報告 

収穫感謝祭（11月 26日） 

参加者は会員が 38名・一般大人 50名・子ども 20名・

幼児４名。現代社会はスイッチ一つで何でもやってくれ

る便利な時代になってしまいました。便利になった分、親

が苦労して食事の支度する姿を見ることもなくなり、ま

た、子どもの仕事もなくなり、子どもが家族の一員である

という自覚と何かをしてもらった時の感謝する心が乏し

くなってきました。また、夫婦共稼

ぎ家庭も多く家族間の関わり方も

昔とはずいぶん変わってきました。 

こういった時代に火を囲み、次

から次へとやらなければならない

仕事をスタッフや参加者が「ああ

だこうだ」と言いながら協力して 

いく姿に出会えることは子どもに 

とっても意義深いものでした。 

（編集担当 大谷 敏和） 

年末行事とオコズナまき（12月 23日） 

 参加者は会員が 26名、一般大人１名。この日はかつて

年末行事であったスス払い（大掃除）と餅搗き、正月神を

迎える門松立てとオコズナ撒きの行事があり、シシ肉の

バーベキューなども頂きました。本来親子で行っていた

オコズナ撒きに子どもの参加がなく、今後の課題となり

ました。         （編集担当 伊藤 良吉） 

正月行事と「どんど」（１月 13日） 

参加者は会員が 29名・一般大人 13名・子ども１名・幼

児５名。この日は元旦のオセチ料理、煮野菜と蒸し野菜、

かつては「二日のトロロ」といって２日に食べたトロロ麦

飯、７日の七草粥、11 日の蔵開きの餅（煮餅、今回はぜ

んざい）を作って全員で頂きました。「どんど」では、処

分した門松や古神札などを燃やし、正月神を無事神の世

界へお送りしました。来年は、恒例になっていた芋焼きや

かつて海上で行なわれていた書き初めをドンドの火に投

じる行事（９頁「海上 いまむかし」参照）も復活させた

いものです。       （編集担当 伊藤 良吉） 

 

☆会議の記録 

29年度運営会議 

第３回（12月 8日） 

１．11 月 26 日開催の収穫感謝祭について報告があった。 

２．理事長が各グループの平成 29年度活動実績並びに決

算報告、平成 30 年度活動計画並びに予算案について

検討するよう要請した。 

３．未来遺産関連事業としては、スタッフ用ベスト 50着

を購入し会員に貸与することが了承され、会紹介・入

会案内パンフレットと会活動記録集について、提示し

たフォームにより原稿を作成するよう各グループに

要請があった。 

４．「なごや東山の森づくりの会」との交流会を 1月 27日

（土）に実施することとした。 

５．第９回海上の森の会通常総会を５月 19日（土）午後

から海上の森センター研修室で開催するとの報告が

あった。 

６．会報発行担当から会報編集用に使うパソコンソフト

の購入についての要請があり、未来遺産の寄付金で

購入することで了解された。 

（編集担当 似内 信彦） 

第４回（１月 13日） 

１． 「海上の森プログラム予定一覧」が事務局によって

刷新されたことが報告された。 

２． あいち海上の森センターより平成30年度の委託事業

と予算についての説明があり、来年度も大幅減額と

なることが確実になった。 

３． 里山サテライトの土間にかなりの凹凸ができている

こと、多度川の下田の水路に土砂が流れ込んでいる

箇所のあることが報告され、いずれも補修すること

になった。 

４、12月 14日のセンターとの協議で、９月にため池にシ

デコブシを植えることになったことが報告された。 

会議後、水車復元プロジェクトとして水車の設置場所

の現地確認調査を行なった。（編集担当 伊藤 良吉） 

水車復元プロジェクト検討会議（12月 8日） 

12 月８日の運営会議の中で、検討会議を開催し議論し

ました。主な課題として、 

・サテライトにある水車は少し小さいのでは 

・水利権と水量の問題がある 

・建物を建てるとなると建築確認が必要では 

・川の中に設置するには、市の許可が必要では 

 ・水車の機能と建屋を含めてその規模は 

 ・どこに設置するか      

などがあげられました。 

瀬戸市に関係する事項について市に確認することとし、

今後も会員のみなさんの知恵を結集し、実現に向けて継

続してじっくり検討することとしました。 

                （理事長 浦井 巧） 

自分のできる仕事を

見付け、焼き芋を包

むお手伝いする子 
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☆他団体との交流・連繋 

第１回あいち海上の森フォーラムが開催 

去る 11月 12日、「ウインク愛知」において「人と自然

の共生の途」をテーマに、第１回あいち海上の森フォーラ

ムが開催されました。これは愛知万博の理念や成果を引

き継ぎ、人と自然の共生する社会づくりを目指すため、市

民が主体となってスタートした取組みです。海上の森の

会も会員として加わっております。当日は、基調講演とト

ークセッションがあり、約 70名が参加しました。 

人と自然の共生とは何かを身近に考えようということ

を主眼に、これまで県主導で 10年にわたり行われてきた

「人と自然の共生国際フォーラム」を振り返るとともに、

自然からの恵み・サービスを再確認し、さらに循環型社会

とは何かとの話に進み、最後に名古屋の西部で 10年にわ

たる新たに森をつくった取組みが紹介されました。 

参加者は人と自然が共生する社会づくりについて改め

て考え、さらに身

近な活動によって

その実現につなげ

ることの重要性を

感じたフォーラム

でした。 

 

（理事長 浦井 巧） 

せと市民活動連絡会運営会議  

10 月６・７日には、せとまちフェスティバル事業「交

流フェスタ 2017inパルティーせと」がパルティーせと４

階５階アリーナで開催されました。市民活動センター登

録団体と一般市民がパルティーに多数集いました。 

12月２日には、「クリスマス大交流会」がパルティーせ

と５階アリーナで行われました。この交流会は尾張旭市、

長久手市の市民団体との交流を図ることで、瀬戸市では

ない新たな発見をし、各団体の活動に活かすことを目的

とするものです。      （理事 出口なほ子） 

 

☆定例活動日の記録 

11月の定例活動日は 26日（日）で、センターとの共催

「収穫感謝祭」に参加しました。 

12 月の活動日は 23 日（土）で、「正月準備とオコヅナ

まき」に参加しました。 

１月の定例活動日は 27日（土）で、この日は「なごや

東山の森づくりの会」の活動現場にお邪魔して、交流会を

行いました。             (編集担当) 

海上の森の植物に現れる黄金数 

1, 1, ２, ３, ５, ８，13 この数列の次に出てくる

数字は何だろうか？ この数列の作り方は簡単で前の２

つの数字を足したものがすぐ後の数字になっている。例

５＋８＝13。この数列はフィボナッチの数列と呼ばれる。

この数列の後の数をすぐ前の数で割った値（フィボナッ

チ比）は、数列が先に進むにつれて 1.618・・という一定

の無理数に限りなく近づく。この数字は黄金数や黄金比

と呼ばれている。黄金数は古来美しい形を表すものとし

て、アテネのパルテノン神殿、ミロのビーナス、モナリザ、

北斎の神奈川沖浪裏、名刺、テレビ画面、マナカの縦横の

比などに現れている。黄金数は人も喜ばせるが、生物も喜

んで使っているようだ。 

 海上の森のいろいろの植物の実や蕾にこの黄金数が現

れる。図１はアカマツの松かさを生え際から見たもので

あるが、時計回りで並行に並ぶ種（たね）の列の数は 13、

反時計回りでは８である。この数の比は 1.625 で黄金数

に近い。なぜ実や蕾にフィボナッチ数や黄金数が表れる

か。実を花柄からネジりながら成長させて、種の並ぶ列の

数をフィボナッチ数にすると、種の分布が規則的になり

種の数を最大にすることができるようだ。 

  

 

 

 

ロマネスコ カリフラワー（図２）はもっと面白い構造

をしている。この蕾の列の数は 13と８であるが、カリフ

ラワーの個々の蕾を細かく見ると、また同じ形の小さい

蕾の列が繰り返して見えてくる。このような自己相似の

現象はフラクタル（分割という意味）と呼ばれる。オヤブ

ジラミの羽状複葉、多度神社のシイの大木が空間に隙間

なく張り出した枝や葉などフラクタルは海上の森の自然

にもよく現れる。フラクタルは自然現象ばかりでなく社

会現象にも広く見られ、地震の大きさと頻度、動物の体の

大きさとその個体数、交通事故の重大さと頻度、所得とそ

の人口、株価の変動など理系文系を通じて研究され、複雑

性の科学（複雑で予測不可能にみえる分野）を解き明かす

手法となっている。          （馬宮孝好） 

投稿 

図 1．アカマツの松かさ 

時計回りの矢印に平行な列

の数は 13、反時計回りは 8 

 

図２．フラクタル構造が

よくわかるロマネスコ 

カリフラワー 

大会当日の風景 
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自然調査グループ                                

愛知県自然環境課と

協働で行なっている屋

戸湿地の草刈りを今年

も 12 月 14 日に当グル

ープの14名が参加して

実施しました。草が生

い茂る草原化を止める

こと、貧栄養な湿地を

保つこと、背丈の低い

草花に陽をあてること

などを目的に草刈りを

しています。 

今年から行なっている湿地の調査ではハルリンド

ウに 3000 輪以上の花が咲きました。来春も多くの

ハルリンドウが咲くでしょう。また、夏にはサギソ

ウ、シラタマホシクサも咲いてくれるでしょう。 

     （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 

12 月 10 日第 9 回目の開催をもちまして 29 年度

「里と森の教室」を無事に終えることができました。

今年度は、新しい取り組みとして稲架棒の伐採作業

とミニ門松作りを計画し８月 20 日と 12 月 10 日に

実施し大変好評でした。またそれぞれの作業につい

て準備・協力して頂いた海上の森センター・スタッ

フの方々有難うございました。また、干し柿作りを

計画しましたが、「柿畑」で柿が収穫できる時期と「里

と森の教室」の日程が合わないため、中止せざるを

得ませんでした。しかし地元の方の御好意により、

柿を分けて頂き、11 月 15 日のスタッフの活動日に

干し柿作りをし、サテライト２階の軒下に吊るしま

した。初めての試みであり里山の景観がより里山ら

しくなったと思います。 

残念なことは参加者の方に脱穀作業を体験して頂

けなかったことです。脱穀作業を予定していた 10月

15日が雨の予報でしたので10月11日のスタッフの

活動日に急きょ予定を変更して行いました。10月 15

日の開催日に、事情を説明し了解して頂きました。

最終日ということで参加者の方にアンケートを取ら

せてもらい、貴重な意見・ご要望を頂きました。今

後の活動・計画に活かして行きたいと考えています。

最後になりましたが各開催日の参加人数・作業内容

を報告します。 

第８回 10月 15日 参加者数 27名 14家族、ス

タッフ 15 名。脱穀作業の予定でしたが 10 月 11 日

に行なった事情を説明し了解して頂きました。 

 「柿畑」にて柿の収穫。ナス・ピーマン・地這え

キュウリの収穫。小雨が降る中での作業。天候の回

復が見込めないので、午後からの作業は中止。 

第９回 12 月

10 日 参加者数

45 名 22 家族、ス

タッフ 17名。燻炭

作り・落ち葉か

き・ミニ門松作

り。ダイコン・チ

ンゲン菜の収穫。落ち葉は下田の３か所の田に散布。

ミニ門松作りは初めて取り組んだ作業ですが、参加

者の皆さんそれぞれに立派な門松ができたと思いま

す。干し柿は参加者全員に配布しました。海上の森

センター小林所長の挨拶、皆勤賞の表彰（6名）。 

参加された皆さん本当に有難う御座いました。 

      （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年度は「あいち森と緑づくり環境活動・学

習推進事業」に採択され、平成 30年１月に無事完了

しました。２月からは自主活動として引き続き、

5.66ha地内で活動します。大雨、台風により５日間

も作業中止となり、日程変更を行い対応しました。

内容は雑木、枯木処理、間伐材を使い作業路作り、

崩落地の補修等を実行しました。なお、平成 30年度

の再度の応募はグループ員全員で話し合い決めたい

と思います。なお、１月 25日、愛知県図書館で行わ

れる発表・交流会参加の打診が環境活動推進課（調

整・環境配慮行動グループ）からあり、今回の活動

についての資料、ポスターを準備し発表してきまし

た。今後の活動への励みとなります。 

   （グループリーダー 平野 幸治） 

干し柿づくり 

門松づくり 

上：草刈り前 下：草刈り後    
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地域発！NPO団体の紹介 

足助きこり塾 

都会の風を森へ、森の風を都会へ！ 

 

私たち足助きこり塾は、2001年 12月に発足。足

助の篤林家スーさんの広大な森で、「都会の風を森

へ、森の風を都会へ」と想うスーさんと、山仕事や

山里暮らしの知恵や技術を学び「自分の暮らしは

自分でつくりたい」と願う都市住民との交流が始

まりました。 

足助香嵐渓から 10ｋｍほど入った 50 ㌶～名古

屋ドーム 10個分～のフィールドは、スーさんが丹

精込めた森です。そこには、幼稚園、小中高生から

大学生、そしてオジサマ、外国人までたくさんの人

が訪れます。最近は女性きこりをめざす「森女」も

増えています。「森の健康診断」で森を調べること

から、手ノコやチェーンソーで間伐体験したり、そ

の木を製材機で挽いて、机をつくったり木工した

り、薪割したりピザを焼いたり、ターザンロープで

「アーアアー」したり、ハイジのブランコに乗った

り・・・森を愉しみ森に学びます。 

この森で私たちは、 

スーさんから基本に 

忠実で安全な伐倒や 

丁寧な造材から機械 

による集材までを学 

んできました。その 

ままプロになって活躍している仲間もいます。 

09年には地域の人も街の人も学べる「生闘学舎」

が東三河高等技術専門校の協力で建ちました。ス

ーさんが設計し、生徒さんたちが墨付けから刻み

建て前まで実習し、私たちが伐り出し、皮むき、基

礎コン打ちから土壁塗りまで素人でもやれること

は全部やりました。さらに本格ピザ窯も完成し愉

しみがまた一つ増えました。 

フィールドには高原湿地が点在し、ビオトープ

作りや自然観察会も愉しみ。この森で木を選び伐

倒・造材・搬出し、皮をむき製材して机やテーブル

まで仕上げるプログラムも構築中です。「自分の暮

らしは自分でつくる」・・・そのためのいろんなメ

ニューを用意して都会の風を待っています。そし

て森の風を都会に運んでみませんか？ 

                 （代表 丹羽 健司） 

http://asukekikori.com/ 

info_asukekikori@yahoo.co.jp  

Tel 090-9916-1546 

 

木工芸教室 教室を支える頼もしい力持ち！ 

教室の登録メンバーは 35名を越え活況が続く中、

いわゆる裏方さんの負担も一段と増大してきていま

す。この役割に大きく貢献して頂いているのが阿部

さんです。山からヒノキの間伐、運搬、板挽き等の

重労働を担い、さらには木工機械を操作して各生徒

向けの素材準備と、教室に不可欠の頼もしい存在で

す。そんな阿部さんに教室の感想を聞きました。「皆

楽しそうで雰囲気が明るく居心地が良い。十人十色

というか皆の顔が違うように作風も異なり興味深い。

個性が如実に現れおもしろい。私のは何故か“丸こ

く”分厚くなってしまう。ハ

ハハ・・・」これからも阿部

さんにお願いしたものです

ね。 

（リーダー 布目 勝） 

里山文化グループ 里のくらし  

29年度の「収穫感謝祭」「お正月準備」「お正月行

事とどんど焼き」を実施するのに天気の心配が絶え

ませんでした。でも、前日になると当日晴れの予報

で準備を安心して行うことができました。事務局の

みなさん・森グループ、

里・森のスタッフの皆

さんもたくさんお手

伝いいただきました

が、全員主婦が大鍋で

30 人～50 人分の煮物、

汁物を作るというこ

とは容易なことでは

ありません。行事のこ

と献立のこと順番に

覚えていただくよう

引き継ぎたいと思い  

正月準備（上）と正月行事（下） ます。 

収穫感謝祭の反省 今回は献立ごとに担当者を決

めてスムーズに動けるようにしてみました。私自身

はフリーだったので全体を見回ることができました。

おもちでは蒸しのあさいものや搗きの悪いものがあ

り、去年の経験者からはすぐ苦情がきました。鍋で

は具の入れる量が多くなり、調味料の配分で苦労す

ることになりました。おもち担当や鍋担当が初めて

の方々ばかりでしたので、これからは事前の打ち合

わせをしっかりやりたいと思いました。また一つ勉

強しました。 （グループリーダー 出口 なほ子） 

 

mailto:info_asukekikori@yahoo.co.jp
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オオイヌノフグリ オオバコ科。ヨーロッパ原産の帰化植物で、明治時代に東京で見られたが、現在

全国の路傍や畑の畦道などでよく見られる。春にできた種子は夏の間休眠し、秋になると芽を出し、

早春花をつける越年草。晴れた日９時から 10 時頃花は開き、14 時から 15 時頃閉じる。寒い１月の

昆虫が少ない日は花弁が閉じる時、自家受粉で種子を作る。暖かい日は結構昆虫が訪れ花粉を運んで

くれる。花弁は４枚、おしべは２本。 

暖かい昼間にハエやアブの仲間が花を訪れる。2時を過ぎると花を閉じ自家受粉する。 

ホトケノザ シソ科。春の七草にでてくるホトケノザとは別種である。畑や道端に普通に生育する越

年草。世界の温帯から暖帯に広く分布する。下の方の葉は長い葉柄があるが、花が付く茎の上部では

葉が茎を抱いて葉柄がなくなる。秋にも花を咲かせるが、主に早春から６月頃まで花を咲かせる。 

筒状の開放花には長い口を持ったハナバチの仲間が頭を突っ込んで吸蜜する。花筒の上部にあるおしべの

花粉が、昆虫の体に付き運んでくれる。閉鎖花が混じることが多く自家受粉で種子を作る。 

タチイヌノフグリ オオバコ科。オオイヌノフグリの花に似るが、直径４ミリぐらいの花柄のない小

さな花を４月から６月に付ける。昆虫をよく見る時期であるが、この花に

止まったのを見たことがない。知らない時に来ているのかも知れない。生

育地はオオイヌノフグリの生育地である路傍や畑地の他に、市街地の荒地

でも見られる。これは昆虫に頼らず自家受粉で果実を作るのかも知れな

い。これからもさらに注意して観察していきたい。ヨーロッパからアフリ

カ原産の帰化植物。 

文・写真 大谷 敏和 

 

 

花の果実を作るとき、おしべの花粉が同じ花のめしべの柱頭に付かないようおしべとめしべの成熟

する時期をずらしたり、雄花雌花を作ったりと工夫されています。しかし、昆虫の少ない早春の花を

じっくり観察し続けると、昆虫がいなくても種子を作ったりします。また、本来花が持っている昆虫

に蜜や花粉を与える替わりに花粉を他の花に運んでもらう機能も使っていることも分かります。花期

の長さ、花のつくり、種子の数などを調べ、繁殖戦略と生育地との関係を知ることは意義深いです。 
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㊳ 正月神の迎えと送り 

 

┃さまざまな正月 

わが国は長く太陰太陽暦 (旧暦)を用いていまし

たが、明治５年（1872）、太陽暦（新暦）が採用され

ました。新暦は公事において適応されましたが、民

間の対応はさまざまで、旧暦、新暦、月遅れが行き

交いました。海上では明治以降も長らく正月を旧暦

で行なっていましたが、戦後になると新暦中心にな

りました。それでも昭和 30 年頃までは旧正月も祝

って餅を搗き、あんころ餅、きなこ餅、白餅を作っ

て食べました。盆行事は今も月遅れの八月盆です。 

 ところで、正月といえば、１日から始まると決ま

っていますが、海上では十五日正月、二十日正月と

いうことも聞かれます。一日正月を大正月、十五日

正月を小正月ともいっております、ただし、小正月

の行事を行なっていたのはとなりの北山島(若宮町)

で、この日、粥餅を作り、ススキの箸で食べました。 

 海上では聞かれませんが、瀬戸の下半田川地区で

は大正月は 14日のドンドで終り、小正月は 15日か

ら始まって 20 日の二十日正月で終わったといって

おります。一概に正月といっても、さまざまな正月

のあることが分かります。 

┃正月神の迎え 

 海上では大晦日を年越しといいました。家の女性

はオセチ料理を一日掛かりで作りました。家の男性

は午前中に近くの川やドボチ（人工の水たまり場）

で農具を洗い、午後には洗った農具を母屋のニワ（土

間）などに円錐形に立てかけ、真ん中に小さなオカ

ガミサン（鏡餅）を供えました。この行事を「道具

の年越し」といいました。今は除夜の鐘などといっ

て年越しは午前零時とされていますが、本来の年越

しはもっと早い時刻だったようです。 

道具の年越しが終わると、門松立て、オコズナ撒

きと続き（35 号参照）、その後、一番大きな鏡餅を

蔵に供え（蔵餅）、二番目に大きい鏡餅を床の間に、

小さい鏡餅を家の各所に供えてから灯明上げがあり

ます。ここまでの行事は夕方までに終わりますが、

灯明上げは正月神を迎え祭る神事ともいえますので、

この段階ですでにオコズナの梯子を下りた正月神を

家にお迎えしていることになります。灯明上げが終

わると、家族全員が年越しの膳に就きます。 

年越し膳には「年越し魚」といって、かならず尾

頭付きのイワシが出ました。どんな山奥でも年越し

魚に海魚を用いるのは全国共通で、これは潮水で清

められた魚をまず床の間に供え、灯明上げの後に、

年越し膳を正月神とともに頂くということでした。 

┃正月神の祭りと送り 

 海上では正月になると、迎えた神さまにさまざま

な願いをする行事が続きますので、この神さまの多

様な性格をうかがい知ることができます。まず初日

の出を拝み、新たな１年の幸を願いました（年神）。

家の主人が最初の井戸水を汲み、豆木（大豆殻）を

焚いて雑煮を作り、家族で食べました。この水を若

水といい、飲めば若返るという万葉集 13にある「お

ちみず」（変若水）と同じものです（延命長寿の神）。 

 ２日には打ち初めといって、苗田などで２、３鍬

打ち、タツクリ（田作り）や洗米を供え、稲の豊作

を祈りました（田の神）。５日には五日恵比寿があり、

名古屋市熱田区の上知我麻神社にお参りし、恵比須

大黒さんの御札を受けてきて、商売繁盛、家内安全

を祈りました（家の神）。５日までにシマのオヒマチ

もありました（村中安全の神）。７日の七草粥を食べ

ると厄災をまぬがれるといっていました（除厄の神）。 

 そうして、11日には蔵開きがあり、一番大きな鏡

餅を蔵から下げて手で割り、これを煮て食べました。

この段階で正月神の祭りが終わるのですが、海上で

は 15 日にドンドといって、大掃除に使ったすす払

い竹や門松などの正月飾り、古神札などをドンド場

に集めて燃やしました。子どもたちは２日の書き初

めを火中に投じ、高く舞い上がるほど習字の手が上

達するといわれていました（技芸の神）。この火で餅

を焼いて食べると夏病みしない（疫病除けの神）、焼

いた餅を家に持ち帰り、発雷の折に食べると家に雷

が落ちない（除災の神）ともいわれていました。正

月神を送

るドンド

の火がい

かに神聖

なもので

あるかが

よく分か

ります。 

（生活史調査：伊藤 良吉） 

ドンドの火で餅を焼く 09.01.11 

 



10 

 

 

 

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   201８年２月～４月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 グループ 

 

 

 

２ 

 

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(火),20(土) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

里づくり・耕地管理 溝さらえ・草取り 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),14(水),25(日) 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

★定例活動日（全体） 24(土) 10:00～ 里山サテライト 全員参加 

３ 

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 

里づくり・耕地管理  

ジャガイモノ植付け、田畑の耕耘 
7,14,21 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･里のひな祭り 24(土） 9:00～15:00 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 

４ 

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 

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 

里づくり・耕地管理 4,11,18 各水曜、28(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 

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・・・・・・・・雑煮あれこれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                       

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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 

12月 23日年末大掃除と正月準備のおり、スタッフの皆さんに出身

地の正月の「お雑煮」の内容について聞いてみました。愛知県内は「お

すまし汁ともち菜、おかか」、四国地方は「根菜類とだし汁」、北陸地

方は「白がねぎとおかか」ということでした。北陸地方の白がねぎに

ついては、昔「ともに〈白髪〉のはえるまで元気で過ごせるように」

という願いがあったそうです。出し汁は「おすまし汁」あり、「赤味

噌汁」「白味噌汁」あり、餅は「丸餅」「角餅」あり、焼いたり、焼か

ずに弱火で煮たりと、地方によってさまざまであることがわかりまし

た。今回は有意義な年末行事でした。 

新年のお雑煮、みなさんの地方ではどんなものでしたでしょうか。 

    (里山のくらしグループ 出口 なほ子) 


