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  新たな年度に向けて 

ことしの春は、３月末に桜が満開となったよ

うに一気に暖かさが訪れ、いつのまにか議論が

下火になっている“温暖化”の気配を改めて感

じさせました。海上の森の会も 14年目を迎え

ましたが、様々な想いが実現、実行に結びつか

ず、活動がどこか下火になりかねない危機を孕

んでいる状況かもしれません。 

これを打開するには、皆さんの想いを確認

し、明確にし、共有することが大事ですし、新

たな力（新会員、連携、協賛など）を増やし、

強化することも大切です。昨年度の会報では、

「海上の森を未来へ。伝えたい私たちの想いと

活動」として特集を組み、多くの方に想いを語

っていただき、共有を図ってきました。 

  まだまだ充分というわけではありません。こ

れからも機会あるごとに多くの人に語ってもら

いたいと思います。 

さて、今年度の目新しい取組みとして、 

 ①耕地管理において、企業連携として野菜を栽

培する企業が新たに１社加わり、その指導と世

話をします。また、お茶の栽培（センターの緑    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地で）の維持管理を企業連携として実施します。 

②森づくりでは、昨年度に引き続き「あいち 

森と緑づくり事業」を導入して、海上の森健全化 

10年プロジェクトを進めます。③「水車復元プロ 

ジェクトの推進と「活動記録と展望」（仮称）の 

作成についても、継続して実施します。④未来遺 

産に協賛している企業との協働活動についても、 

昨年度に引き続き実施します。⑤水路補修やため 

池の維持管理など水系の保全を図ります。⑥類似

の団体との交流、連携を図るため、交流会、意見

交換会を開催します。 

などです。 

 県からの委託金が年々減少している現状であり

ますが、予算を効率的に執行し、今までどおりの

活動を衰退させることのなく、より充実したもの

として継続していきたいと思います。 

 そのためには、会員各位のご協力、ご支援、そ

して何よりも活動への参加が欠かせません。 

 是非あなたの想いを活動につなげてください。

本年度も、海上の森を将来に引き継ぐ活動を力 

強く推進していきましょう。（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）。 
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海上の森で子育てをする主な夏鳥を紹介します 

３月初旬にイワツバメ、ツバメ、そしてセンダイムシクイ、その後多くの夏鳥が到着し、サンコウチョウ、最後はホトトギスで終

る。留鳥のウグイス、シジュカラ、ヤマガラ、メジロ、イカルなどの囀りも夏鳥と共演です。オオタカ、トビも飛ぶ。海上の森を通

過するコマドリ、コルリ、エゾムシクイ、ツツドリなど夏鳥の囀りも聞こえ、上空はサシバ、ハチクマが飛ぶ。春.夏の海上の森は

賑やかです。 

                             写真 古澤穎一 馬宮孝好  文 近藤哲雄 

   

   

   

   

   

   
サンショウクイ（山椒喰） 
サンショウクイ科 サンショウクイ属 
L.20㎝  雌は雄より薄い灰色 
ヒリリヒリリ と囀る （山椒辛くて） 
絶滅危惧Ⅱ類 

サンコウチョウ（三光鳥） 
カササギヒタキ科 サンコウチョウ属 
L.雄 45㎝ 雌 17㎝ 
雌も囀る 尾羽は雄より短い 
月日星 ホイホイホイ と囀る 

クロツグミ（黒鶫） 
ヒタキ科 ツグミ属  
L.21.5 ㎝ 雌雄異色 雌の背は茶褐
色 雄の背は黒と灰色のタイプがい
る 
キヨコキヨコと複雑に囀る 

八チクマ（蜂角鷹） 
タカ科 ハチクマ属 
L.雄 57 ㎝ 雌 61 ㎝ 両生類.ハチ
の幼虫.蛹を食べる 
サシバ.八チクマは秋の渡りの主役 
準絶滅危惧 

キビタキ（黄鶲） 
ヒタキ科 キビタキ属 
L.13.5㎝雌の背はオリーブ褐色 
オオルリと共に代表的な夏鳥 広葉
樹の中程の横枝にいることが多い 

センダイムシクイ（仙台虫喰） 
ムシクイ科 ムシクイ属  
L.12.5㎝  雌雄同色  
チピチピグイーと囀る（酒を飲む時）
広葉樹の上枝にいることが多い 

ヤブサメ（藪雨） 
ウグイス科 ヤブサメ属 
L.10.5㎝  雌雄同色 
シシシーと囀り 年配者は聞き辛い 
藪の中にいて昆虫などを食べる 

オオルリ（大瑠璃） 
ヒタキ科 オオルリ属   
L.16 ㎝  雌雄異色 雌の背は茶褐色縄
張りの梢で囀り  雌も囀る  
オオルリ,ウグイス,コマドリは日本三鳴鳥 

ホトトギス（杜鵑） 
カッコウ科 カッコウ属  L.28 ㎝ 雌
雄同色  雌は赤色型がいる 主に
ウグイスに托卵し  毛虫を食べる 
特許許可局 と囀る 
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「想いの共有」総括と展望  

▮価値観は時代とともに変わる 

平成 16年 10月 30日「海上の森の会」が設立され、

５年後の平成 21年 11月 8日に特定非営利活動法人と

して生まれ変わりました。設立当時のメンバーは高齢

化し新しいメンバーと交替もしました。時代の流れの

中で環境に対する意識の変化や経済事情の変化などに

より会が生まれ変わる時期に来ています。 

平成 21年の設立趣意書に次のように書かれていま

す。「海上の森」で自然環境調査、環境学習、森づくり、

里づくりなどの事業を行い、人と自然の関わりのあり

方を探求すると共に、それらの事業を担う人材の育成、

市民の参加と交流の促進に取り組んでいます。・・・海

上の森に係わる多様な事業を通して、新たな里山文化

形成の取り組みの成果をより上げるために、特定非営

利活動法人「海上の森の会」の設立を発起して申請に

至りました。 

そして定款第３条に「この法人は、愛知県（以下「県」

という）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、次のことを主体的、自主的に取り組む

ことを目的とする。」そして第４条に「この法人は、前

条の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行

う。」・・・と書かれています。 

この趣意書や定款は多くの人が知恵を出し合って作

り上げたものだと思います。下線部を見直してみたい

と思います。 

▮環境の歴史と人々のライフスタイルの変化  

昭和 39年に東京オリンピック、昭和 45年には大阪

万博が開催され、新幹線の開業、自動車、カラーテレ

ビ、クーラーの 3C時代の到来とともに人々の生活は豊

かになりました。この繁栄の裏で、昭和 40年頃公害問

題が国会を揺るがしていました。四日市ぜんそく、水

俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、全国各地で水質

汚染、大気汚染、騒音公害などの訴訟が起こりました。

こんな時代、環境庁が発足したのが昭和 46年でした。

地方からの出稼ぎ､集団就職による地方の衰退・過疎化

と都市の過密化、モーレツ社員による過労死、子ども

の遊び場がなくなったのもこの頃でした。昭和 50年代

にはバブル景気と裏腹に校内暴力が社会問題になり、

昭和 60年にテレビゲームが大流行した時代でした。平

成４年バブルの崩壊とともに平成 10年就職氷河期が

来ました。学級崩壊が起こったのもこの頃でした。 

平成 17年愛知万博開催、この年にクールビズが提唱

されノーネクタイ姿が見られるようになりました。平

成 20年瀬戸市でレジ袋有料化開始 名古屋市の分別

収集が話題になったのもこの時期です。平成 23年東日

本大地震がきっかけとなり、エネルギー問題の大変換

期になり各地で太陽光パネルが見られるようになりま

した。少子化、高齢化社会、限界集落、都市の空洞化、

一億総活躍時代、働き方改革、待機児童という言葉も

新聞を飾る時代になりました。 

▮新しく生まれ変わるには 

人は頭で分かっていても自分のライフスタイルをそ

う簡単に変えることができません。長い間に培った考

え方を変えるのも難しいことです。新しい機器がどん

どん市場に出回る時代ですが使いこなせる人はごくわ

ずかです。自動車に頼って生活していた人は自動車が

ない生活に後戻りはなかなか難しいです。人々の意識

が切り替わるきっかけは今の自分たちの生活の見直し

にあると思います。 

豊かさを求め高度経済成長の時代が到来した反面失

ったものもたくさんありました。現在 60代の人たちは、

自分の子どもを育てる時期にテレビゲーム全盛期の時

代でした。自分が子どもの頃は外遊びで育ちそのギャ

ップに疑問をもった人も多かったと思います。これと

同調するかのようにオートキャンプ場が流行した時代

でもありました。現代の話題は、働き方改革。高齢化、

少子化により一億総活躍時代政策が始まり、小さな子

を持つ働く女性も増えました。しつけは家庭でという

常識も変わろうとしている時代に来ています。たまの

休みに家庭のふれあいの場としてどう過ごすか悩んで

いるお父さんお母さんもたくさん見えます。豊かな時

代に育った人たちは、自分で考えなくても生活できる

時代でした。あふれるばかりの物に依存してきた時代

に陰りの見えてきた今、自分の頭で考え自己肯定感を

持てる子どもたちを育てないと未来はありません。人

はだれも人生の捜し物をしています。捜し物は世代に

よって様々です。定款第４条を反映させるためにも、

いろいろな年代の人たちに寄り添う自然体験、自然教

室を提供できたらと考えます。 

（編集担当 大谷 敏和） 
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☆２月～４月会関連事業報告 

企業連携・伊藤園とのお茶作り 

昨年、企業連携で長年間伐指導をしている「伊藤園」さ

んから、海上でお茶を作りたいとの申し出があり、センタ

ー担当者と場所の選定などを検討してきました。里山サ

テライト付近など幾つかの候補地が上がりましたが、私

たちにとってもお茶作りは初めてのことでしたので、指

導して下さる伊藤園さんの意を受けて、最終的にはセン

ター駐車場南側の記念樹がある南スペースでお茶栽培を

行うこととなりました。 

３月 18 日（日）に土壌改良剤を入れて、定植の準備を

しました。４月 14 日（土）に伊藤園農業技術部村松さん

の指導によりお茶の木を40本植樹することができました。 

これからの

管理が大変

ですが、サ

テライトな

どでみなさ

んにお茶が

振る舞える

ようになる

ことを夢見

て、伊藤園

さんとセン

ターと力を

合わせてお

茶を育てて

いきたいと

思います。              

（事務局      

中元恵子） 

☆会議の記録 

29年度第３回理事会（３月 31日開催） 

１．29 年度事業報告案の各事業の参加人数、開催回数に

ついて補足修正を行った。 

29年度決算報告案について、経常収益 556万円、経

常支出 529 万円、税引後概算 7.5 万円増が見込まれ

るとの報告あり了承された。 

２．30年度事業計画案は｢海上の森の田畑の維持管理や生

産物の供給をする事業｣から再生管理を廃止する他

は概ね 29年度事業を踏襲して行うことが了承された。 

  30 年度予算案は海上の森センター委託事業費の前年

対比 55.7万円減額に伴い経常収益 537万円、経常支

出 537万円を計上したとの説明があり、了承された。 

３．30 年度から経費削減と人的負担を軽減するため、会

報発行を４月・８月・12 月の年３回に変更する提案

があり、承認された。 

４．30 年度理事・グループリーダー・リーダー等の役員

人事について協議し、第 10回通常総会に提案するこ

とを承認した。 

５．ビブス（ベスト状のカラーゼッケン。４頁末参照）50

着の購入・入会案内リーフレット 500 枚の印刷・第

10回通常総会の日程等について報告された。 

29年度第５回運営会議（３月 14日開催） 

１．29年度決算、30年度予算、海上の森の会入会案内リ

ーフレットの印刷、ビブスの購入等について検討し

た。詳細は理事会報告と重複するため省略。 

２．ダンロップ及び伊藤園との連携事業について検討 

  を行った。 

  ダンロップとは、９月末に行う稲刈り作業を連携作

業として行うとの説明があった。 

  伊藤園が海上の森センターで行う茶の栽培地の草刈

り・収穫等について協力するとの説明があった。 

３．海上の里のため池周辺に、修景作業の締め括りとして

シデコブシを植栽する報告があり、詳細については

３/28 にシデコブシ植栽に係わる会議を検討すると

の報告があった。 

４．水車の復元では、多度神社入り口近くの海上川候補地 

の設置計画について、河川法の適合性・水利権の問

題・水車小屋の設置等の調査結果の報告が行われた。

法人が建設する 10㎡以下の水車小屋ならば許可され

るとの説明があった。 

５．あいち自然ネットは、設立から 10年経過し現況では

活動が不活発となっているため 29年度を以て解散す

る方向で検討しているとの報告があった。 

（理事 似内信彦） 

☆他団体との交流 

海上の森運営協議会  

平成 29 年度の第２回海上の森運営協議会が３月 14 日

に開催されました。  

 座長を含めて 10 人の委員出席のもと、 

＊ 海上の森保全活用事業の取組状況について（海上の森

センターから） 

保全のための事業、学習と交流のための事業、成果の

普及と情報発信、センターの整備と運営の報告があっ

た。 
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＊ 海上の森自然環境保全地域維持管理事業について（自

然環境課から） 

シデコブシの保全、スミレサイシンの保全、湿地の保

全、ギフチョウの保全の報告があった。 

シデコブシの保全、スミレサイシンの保全では開花

などの定量的データが、ギフチョウの保全では計画

策定のための基礎研究結果の報告があった。 

＊ 保全活用計画２０２５の進捗管理について 

センターからＨ29年度の状況及びＨ30年度の計画が

詳細な報告があった。 

＊ あいち海上の森センターの管理運営について 

森林保全課から 指定管理者制度について検討しな

ければならない状況について説明、報告があった。 

センターの指定管理者制度については海上の森の会に

もなんらかの影響が出そうなので、今後も注視していく

必要があります。       （理事 曽我部紀夫） 

瀬戸市環境塾運営委員会  

平成29年度の第２回せと環境塾運営協議会が９団体の

出席のもと１月 30 日に開催されました。 

市主催講座と認定講座があり、平成 29 年度の各々の講

座の実施結果の報告がありました。 

海上の森の会からは認定講座として登録（瀬戸市広報

に記載）された四季のイベント、自然ウォッチング、木工

芸教室の実施結果の報告を行いました。 

 平成 30 年度は認定講座として「里と森の教室」、「調査

学習会」、「四季のイベント」、「自然ウォッチング」、「木工

芸教室」が登録され、瀬戸市の広報またはパンフレットに

載ることとなりました。これらの実施結果は来年度に報

告する必要があります。 

 また市主催講座として「新生活にほっと癒しの山歩き  

～海上の森編～」があります。この講座には海上の森の会

として協力します。      （理事 曽我部紀夫） 

せと市民活動連絡会運営会議  

せと市民活動連絡会の定例会議が毎月第２木曜日に行

なわれております。そこで勉強会、交流会などの企画が検

討されます。森の会も是非参加してはと考えております

のが、パルティーせと４階・５階アリーナで行われる「交

流フェスタ 2018 inパルティーせと」です。本年は 10月

13（土）・14日（日）・15日（月）にあります。パネル展

示用のブースも提供してもらえますので、会の PRには絶

好の機会ではないでしょうか。まだ、開催までには日にち

に余裕がありますので、会として参加を検討して頂けれ

ばありがたいです。    （理事 出口なほ子） 

☆なごや東山の森づくりの会との交流会を行ないました 

1 月 27 日に機関紙 46 号で紹介いたしました「特定非

営利活動法人なごや東山の森づくりの会」の活動本拠地

である「里山の家」にて総勢17名で交流会を行いました。

当会から 8 名の参加があり、「活動の課題」「人・資金運

用」「活動の継承」をテーマに意見交換を行いました。 

収入源

の限られ

るなか、主

体的に「東

山の森」の

維持管理

計画を立

て、170 人の大所帯で実行されているとのことでした。大

いに刺激を受ましたが、会の高齢化という共通の悩みも

抱えており、相互交流をさらに深めて行ければとも思い

ました。その後、「便所と物入れ」を見れば団体の活動・

運営状況がわかると言って物入れ小屋を案内してもらい

ました。道具の

管理・整理方法

の問題など道具

を通してテーマ

にせまる話が聞

けました。今度

は海上の森に来

てもらい交流を

続けて行きたい

と思いました。     （交流会担当 大谷 敏和） 

 

☆事務局だより 

定例活動日 

 ２月 24日の定例活動日には、下田の南側山手の水路補

修と上田の南側山手の水路掃除を行いました。３月 24日

には、「里のひな祭り」の行事に参加し、一部は下田周辺

の整備と草刈りを行いました。 

一般参加の活動日にはビブスを着ましょう 

今年度、ビブスを 50

着購入しました。グル

ープの活動日やイベ

ントの時には森の会

スタッフであること

が一目瞭然となりま

す。   （事務局） 
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自然調査グループ                                

平成 29 年生物調査報告書ができました。平成 29

年３月から新たに屋戸湿地を含むコースの調査を実

施し、年間の結果を纏めた生物調査報告書ができま

した。今年度から生物調査報告書は従来コース（山

本リーダー）と湿地コース（石川リーダー）の報告

書の２種類となりました。今までの花の開花、昆虫

類の出現、野鳥の出現に加えて湿地にいつ頃どのよ

うな花が咲き、

ハッチョウトン

ボがいつ頃見ら

れるかがひと目

でわかるように

なりました。こ

の報告書は海上

の森センターの

展示室にありま

すのでご活用く

ださい。 

     （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 

「里と森の教室」が、12月 10日に終了し、１月・

２月・３月は、30年度の「里と森の教室」開催に備

えて田畑の耕耘・田畑の溝整備・水路整備等の活動

をしています。主な活動として１月は、カルビー食

品との企業連携でサツマイモを植え付けするために

休耕田の耕耘・水路整備を行ないました。 

２月は地元の方の要望により水路整備・水路の補

修をセンターと協力して行ないました。また豊田自

動織機製作所との企業連携でサツマイモを植え付け

するために休耕田の耕耘・水路整備・溝整備を行な

いました。 

３月は森グループと協力して海上川周辺の整備を

行ないました。また「里と森の教室」でサトイモの

植え付けをするために休耕田の耕耘・水路整備・溝

整備を行ないました。この他にも年間を通して随時

耕作畑・耕作畑周辺の休耕畑・田の畦周りの草刈り

等の活動をしています。 

（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 

雑木、枯木処理をし、間伐後の人工林を尾根より

眺めるのは気持ちの良いものです。 

「ふれあいの里」地内の 5.66haの地内では、現在

も活動中です。 

昨年（平成 29年度）助成及び自主活動の作業日数

を 42日と設定しましたが、台風、雨により８日も中

止となりました。しかしグループ員の熱意、協力に

より、ほぼ目標を達成できました。チェーンソー、

チルホール等の機械の使用を増やしたことも、大い

に寄与したと考えられます。 

今年度も「あいち森と緑づくり環境・学習推進事

業」の助成により、活動を続けていきます。全員無

事故を最優先事項とします。 

さて、今年度の３月３日（土）に、事務局の要請

により、「海上川」の清掃に参加しました。場所は休

耕田よりサテライト前の道まで。チェーンソー、鎌、
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シャベル等を使い、雑木、竹、枯木などを焼却処理

しました。メンバーは里づくり、里山文化、事務局、

森づくりより 13名が集まり、午前中で完了しました。

このような作業は農業では大事なことです。もっと

たくさんの会員の参加を希望します。   

  （グループリーダー 平野 幸治） 

 

木工芸教室 「木工作品ができるまで」パネル完成！ 

海上の森センターと共同で説明パネルを作成し

１F 木工作品展示コーナーに掲示しました。ヒノキ

の間伐や台風被害の倒木処理から運搬・板挽き・乾

燥、その後の製作する器・皿の加工工程を写真付き

で示しました。森の恵みの“アリガタサ”が伝われ

ばと願いを込めて。工作室の賑わう様子も加えまし

た。生徒一同、教

室の存在意義が高

まったと喜んでい

ます。センターの

ご配慮に厚く感謝

する次第です。 

 

          （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・里のひな祭り 

３月 24日、里・

森づくりのメンバ

ー20名、センター

職員・一般の参加

があり、賑やかに

なりました。使用

する野菜をその都

度要望を出し合い、旬の野菜を多めに作付していた

だくことをお願いしましたので、美味しい野菜、お

米が頂けました。 

「里のひな祭り」も何か目新しいものを作りたい

ということで「押し寿司」をやってみました。これ

は 50 年程前までは山口地区で秋祭りのご馳走でし

た。次の日は小学校の運動会で、昼の弁当になって

いました。生ものは入れず具材は野菜、練りもの、

佃煮など日持ちの良いものが使用されていた記憶で

す。 

これからも何かなつかしい食べ物をみなさんにお

聞きして「おためし」をしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

昔のおひな様のお膳（おくり膳） 

昔のひな祭りのお膳はどうだったかというと、２、

３日前から買い物をしたり畑にある食材を取りそろ

えたりしました。ひな段にお供えするものは蛤の身

を５個か７個竹串にさして干物にしたものは、神社

の鳥居の形にして皿にのせました。これは、時期が

来ると魚屋さんが用意してました。うるめ鰯の腹開

きの干物、家で搗いた菱餅、おこし餅、新芽または、

つつじの花が咲けばそれでおひな様用のせんべい、

菓子などを糸でつるして飾りました。これは近所の

子どもたちがこの時期におひな様が飾ってある家々

を廻り「こんにちは おひな様を見せて下さい」と

言って、つるし菓子をおさがりとしてもらって帰り

ました。山口地区でもまだ数軒は続けてみえます。 

 

サテライト維持管理 

鍵の開閉当番のあり方を検討して来ましたが、「海

上の森センター」のみなさんに夕方のみ協力してい

ただけることになり、朝のみの鍵開きとなります。

今活動頂いている方は、最初からのメンバーがほと

んどです。朝のみですのでお手伝いできる方があり

ましたら事務局へご連絡下さい。お願いします。 

４月より、２階の倉庫の東側一面に棚を作ってい

ただけることになりました。一段と倉庫が整理でき

ます。農機具棚も要望していますので整理整頓がで

き、少しずつ「かたりべの家」に近づけていきたい

と思います。ご協力下さい。 

（グループリーダー 出口 なほ子） 
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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 

森林
も り

づくり (間伐作業) 5(土),8(火),19(土),22(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

里づくり・耕地管理 苗植え付け 

教室の準備 

9,16,23,30 各水曜  

26(土）  
9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室 説明会、芋植え付け  

                 田植え 

20(日) 

27（日） 
9:30～14:30 里山サテライト 里づくり 

★自然ウォッチング  ６(日)  9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 13(日),16(水),27(日) 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

定例活動日（全体） 26(土) 10:00～ 里山サテライト 事務局 

第９回通常総会（全体） 19(土) 15:00～17:00 
海上の森センタ

ー研修室 
事務局 

6 

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 

森林
も り

づくり (間伐作業) 2(土),5(火),16(土),19(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

里づくり・耕地管理 草取り,豆の種まき 

      野菜の世話、教室準備 

6,13,20,27 各水曜  

23(土)  
9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室 田の草取り、種まき 24(日) 9:30～14:30 里山サテライト 里づくり 

★自然ウォッチング  3(日)   9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 10(日),20(水),24(日) 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

★四季のイベント・里のホタル鑑賞会 16(土) 19:00～21:00 里山サテライト 里山文化 

定例活動日（全体） 30(土)  10:00～ 里山サテライト 事務局 

7 

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・散策路草刈り) 7(土),10(火), 21(土)予定 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

里づくり・耕地管理 草取り,草刈り等 

教室の準備 

4,11,18 各水曜 

21(土)  
9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室 草取り、野菜収穫 22(日) 9:30～14:30 里山サテライト 里づくり 

※調査学習会 海上の森のキノコ 29(日) 9:30～14：30 入口駐車場 自然調査 

★自然ウォッチング １(日)  9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 8(日),18(水) 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 事務局 

8 

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 

里づくり・耕地管理 草刈り・草刈り等 1,8,15,22 各水曜 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室 草取り、野菜の世話 26(日) 9:30～12:30 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 26(日) 9:30～12：30 入口駐車場 自然調査 

★自然ウォッチング  ５(日)  9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 26(日) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

定例活動日（全体） 25(土) 10:00～ 里山サテライト 事務局 

※海上の森センター主催行事 里と森の教室は全 9 回セットです 詳細はチラシ参照 申込先 海上の森の会  

★会員外参加可能行事
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