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新理事長あいさつ 

海上の森とのかかわり      石川明博 

今から約 60年前の小学校時代、友人に誘われ山口

堰堤の流れ込みで魚を追いかけていました。その際、

捕まえた鮮やかな婚姻色のオスのオイカワの姿が鮮

烈に思い出されます。これが私の海上の森との最初

の関わりだったと思います。それからしばらくは中

学・高校とワラビ採りやキャンプなどして近隣の森

と親しんできました。その後、近隣の森からはしばら

く遠ざかりましたが、やがて子どもに恵まれ、子ども

たちの小学校時代には再び海上の森を訪れるように

なり、夏休みには自由研究のためによく森の中を歩

き回っていました。再度森から離れましたが、定年退

職を機に海上の森の会に入会し、いくつかのグルー

プに所属した後、最も興味のある自然調査グループ

で活動することになり現在に至っています。 

今回縁あって海上の森の会の理事長という大役を

仰せつかり身の引き締まる思いです。海上の森の会

は自然を大切に思う多くの方の思いを受け 2004年12

月 23日に設立され、2009年にあいち海上の森センタ

ーとの協働団体として質を求められて NPO 法人化さ

れたと聞いています。会の設立のころ自然の叡智を

テーマとした愛知万博が盛り上がり膨大な人と費用

が投じられたものの時間の経過とともに潮が引くよ

うに人も費用も減ってしまっているように感じてい

ます。それにもかかわらず会が設立されて以来、多く

の方が会に関わってこられ、設立時の会員数より多

くの会員が所属されているのは会の素晴らしい努力

のたまものだと思います。また、前任の浦井理事長の

尽力により、多くの応募の中から公益社団法人日本

ユネスコ協会の「プロジェクト未来遺産 2016」へ登

録されたことも日々の地道な努力が認められ、会の

活動は未来に残すべき活動であるとして登録された 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものと考えます。 

本年はこれまでにない記録的な酷暑となり、近郊

の名古屋市では 76年ぶりに最高気温を更新し、初め

て 40℃を超え 40.3℃を記録しました。雨も瀬戸地区

では７月初旬から１か月もの間ほとんど降らなかっ

たように記憶しています。このような厳しい天候に

もかかわらず、海上の森からはいくつかの沢が流れ

出るのですが、それらは涸れることなく流れていま

した。小さな屋戸湿地も涸れることなく水をたたえ

何種ものトンボたちが飛び交っていました。森の水

源涵養機能は緑のダムとも喩えられたり、森の蒸発

散作用により夏の気温を下げ、冬の気温を上昇させ

るなど気候を緩和・調節し、また防風や防音などの機

能により快適な環境を形成するなど森はいくつもの

機能を持っています。また海上の森には草地、田、畑、

人工針葉樹林、雑木林、針広混交林、常緑広葉樹林、

渓流、池、湿地などの多様な環境が存在し、愛知県で

も有数な生物多様性を示す森です。このような素晴

らしい森やこの森を背景にこの地区特有の自然との

かかわり方をもって共生してきた里の文化などを未

来に継承すべく、グループ間の連携を取りながら会

員の皆さんと共に考え行動していきたいと思います。   

 

 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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☆海上の森の会第９回通常総会が開催されました 

海上の森の会第９回通常総会が、平成 30年５月 19日

（土）にあいち海上の森センター研修室で来賓の都合に

より例年にない遅い午後３時から開催された。 

石川明博副理事長が開会を宣し、通常総会は会員 96

名（うち表決委任者 65名）が出席し定款第 28条の定足

数会員総数 145名の 1/2以上に達し成立したことを報告

した。 

浦井巧理事長が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、29年度は海上の

森の会の活動記録集の作成と海上の森水車復元プロジェ

クトについて検討し、また未来遺産の協力企業ダンロッ

プとの連携事業を実施し、「あいち森と緑づくり環境活

動・学習推進事業」により新たな区域で森づくりの推進

をしてきたが、愛知県の委託事業費が年々減額されてい

るので、30年度は効率的な予算執行により今までの活動

を衰退させることなく継続して行きたいと挨拶した。 

次いで来賓のマリ クリスティーヌ海上の森センター

名誉センター長とあいち海上の森センター小林敬所長が

挨拶され、来賓は次の予定があり退場された。 

議長に後藤丈太郎理事を選出し、第１号議案平成 29年

度事業報告、第２号議案平成 29年度決算報告について浦

井巧理事長、原秀男会計担当理事が報告し、山川一年監事

が監査報告を行った。議案の質問はなく、第 1 号議案及

び第２号議案は賛成多数で承認可決された。第３号議案

平成 30年度事業計画（案）について浦井理事長が提案し

た。会員からため池にシデコブシの植栽が検討されてい

ることついて説明して欲しいとの発言があり、浦井理事

長が後日シデコブシ植栽については専門家を交えて検討

会を開催すると回答した。第３号議案は賛成多数で承認

可決された。第４号議案平成 30年度予算（案）について

原秀男理事が提案し、会員からあいち森と緑づくり事業

の機械器具費 392,000 円について説明を求める発言があ

り、原理事がチルホール購入費、森づくりの会員に貸与す

る間伐作業の安全装備費により高額となったと説明した。

第４号議案は賛成多数で承認可決された。第５号議案定

款の変更について石川副理事長が定款第17条３項の変更

並びに第 56条の変更を提案し、異議なく賛成多数で承認

可決された。第６号議案平成 30年度役員の選任について

浦井理事長が、理事に石川明博、浦井巧、後藤丈太郎、曽

我部紀夫、出口なほ子、原秀男、原田幹雄、阿部與佐雄８

名並びに監事に山川一年、山田治義２名を提案し、賛成多

数で承認可決された。後藤議長が総会の休憩を宣し、別室

で開催した第２回理事会で、石川明博理事長、並びに浦井

巧副理事長・原秀男副理事長(会計兼任)を選任した。 

石川明博新理事長が、「30年度は承認された事業計画を

執行し、海上の森の会の更なる発展に鋭意取組んでいき

たいので、会員皆様のご協力をお願いしたい」と挨拶し

た。 

議案審議の終了後、浦井前理事長が、新役員及びグルー

プリーダー紹介と活動支給基準の改正について説明され

た。 

第９回通常総会は、午後４時 30分に閉会した。 

☆平成 30年度新体制 

グループ 
グループ      

リーダー 

担当 

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 

曽我部紀夫 調査学習 

里づくり 原田幹雄 
阿部與佐雄 耕地管理 

原田幹雄 里と森の教室 

森づくり 阿部與佐雄 

阿部與佐雄 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 

青木周子 サテライト管理 

情報広報 石川明博 

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 

 

☆新グループリーダー紹介 

石川明博情報広報グループリーダー 

今年度から情報広報グループのリーダーを仰せつかり

ました。当グループは主に会報の発行を行っているグル

ープですが、その他の活動としてインターネットによる

情報発信、会員募集などの広報

を行っています。従来は年４回

発行していましたが、今後は年

３回の発行とし、より充実した

会報の発行ができるよう努力

していきます。会報の発行に際

しては、各グループのみなさん

からの発信の紹介とともに、担

当者が各活動日にお声かけを
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して取材させて頂き、グループ外の視点から皆さんの活

動のすばらしさを内外に紹介していきたいと思っていま

す。さらに、今はＩＴ（情報技術）を活用した情報発信は

不可欠となっていますので、この分野も少しずつ充実し

ていきたいと思っています。会員募集に関してはこの海

上の森の会が今後も長く活動できるように次の世代を獲

得するための方策を検討し広く広報していきたいと思っ

ています。 

阿部與佐雄森づくりグループリーダー 

 このたび森づくりグループリーダーをお受けすること

になりましたが、まずは里山の保全を目的として現在行

なっている多度神社周辺 5.66ha の間伐と土砂止め作業

路の整備を進めていきます。また、女性の森づくりグルー

プメンバーも増員しましたので、下草刈りや海上にある

コナラ、アベマキやホオノキの種をまきました。落葉広葉

樹の森が広がれば、土砂流出防止につながります。モミジ

やカエデなどのひこばえも移植できればと思っています。

荒れた森を自分たちの手で四季折々に人びとを和ませる

ことのできるような豊かな森

に育てることができれば、そ

れが私たちの楽しみであり、

生きがいにもなります。 

 センターや地元との協働に

よって谷川水路、林道の整備、

補修も手近なところから実践

していこうと考えております。 

 

☆会議の記録 

30年度第 1回理事会（４月 29日） 

１．29年度事業報告について訂正し承認した。29年度決

算報告並びに活動計算書について、経常収益556万円、

経常支出 527 万円、税引後正味財産 9.6 万円増、次期

繰越正味財産額 387万円の報告があり、承認された。 

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

はおおむね29年度事業を踏襲して行うことを了承され

た。30年度予算案は、海上の森センター委託事業費の

減額に伴い経常収益 536 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．定款第 17 条３項並びに第 56 条の変更について説明

があり、了承された。  

４．30年度理事・グループリーダー・リーダー等の役員

人事案について協議し、第９回通常総会に提案するこ

とを承認した。 

  また、理事・役員 80歳定年について提案があり確 

認した。 

５．ビブス 50着の製作・入会案内リーフレット製作につ

いて報告があった。 

意見交換会（仮称）（７月 12日開催） 

本会は、今年度新理事長を迎えた新たな体勢で出発す

ることになった。そこで理事長提案により理事会に先立

ち、理事、グループリーダー、グループ担当リーダー、一

般会員に呼びかけて、新年度に取り組むべき事業や課題

について自由に語り合う場を設けることになった。今回

の話し合いではこうした話し合いの場をできるだけ多く

持ちたいという意見が多かったが、ここで話し合った内

容については、会の組織図にある「運営会議」との関係、

本会合の名称・目的・会合頻度などとともに理事会で検討

されることになる。おもな意見交換の内容は以下の通り

である。 

１．センター受託費が年々削減されていて、受託事業内容

の縮小だけでは対応できないところまできているので、

来年度はこれ以上削減されないための方策を早めに検

討する必要がある。 

２．ため池修景作業でのシデコブシの植栽については、セ

ンターとの連絡をさらに密にして結論を出して欲しい。 

３．水車の復元プロジェクト事業では、今まで設置するた

めの問題点が検討されてきたが、その先が分かりにく

く、事業目的を明確にして欲しい。 

４．海上の森では捨てネコが増え、生態系への影響も懸念

されるので、掲示板などで現状を訴えて欲しい。 

５．会員は多い方がいいが、年々受託費が削減されている

ことからすれば、会員が増えれば活動費を減額するな

どの方策を講じなければならないのではないか。 

６．センターと協働で「春の清掃ハイキング」（仮称）を

海上の森の会として実施したいので、実施する場合に

は会員にもできるだけ参加するよう呼び掛けていきた

い。 

７．「赤池」（字広久手）周辺は、笹が生い茂っているので、

赤池の草刈り作業にも取り組んでいきたい。 

８．なごや東山の森づくりの会に引き続き、愛・地球博記

念公園を活動拠点にしている「あいちサトラボ里山開

拓団」（サトラボ）と会との交流も進めていきたい。 

９．10月 13日に行なれる「交流フェスタ 2018 in パル

ティーせと」には、会のＰＲにもなるのでブ－ス参加す

ることで準備を進めたい。 
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10．今年度は９月 30日にダンロップとの連携でサツマイ

モ掘り体験を行うことが決まっており、担当は理事長

が会の窓口となる予定である。 

11、このたび篠田池コース途中にベンチが設置された。森

づくりグループで、物見山に設置したベンチが老朽化

したので新しいベンチとの取り替えを検討していきた

い。 

12．かつて行われた地域貢献のための小学校とのタイア

ップを再検討し、課外活動に積極的な小学校や先生の

情報を収集したい。 

 

☆他団体との交流 

せと環境塾運営協議会 

平成30年度の第１回せと環境塾運営協議会が５団体の

出席のもと７月30日に瀬戸市役所の会議室にて開催され

ました。 

市主催講座と認定講座があり、平成 29年度後期講座の

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ないました。 

せと環境塾は瀬戸市の環境に関するものであるので瀬

戸市環境基本計画に沿ったものでなければなりません。 

した「自然ウォッチング」、「木工芸教室」が登録され、瀬

戸市の 10月１日号の広報に載ることとなりました。 

（理事 曽我部紀夫） 

 

☆事務局だより 

定例活動日 

 本会では毎月第４土曜日を定例活動日とし、10時から

その時々の必要な維持管理活動を会員の全員参加で実施

しています。５月は 26日に田の代かき、その他の田植え

準備を、６月は 23日に田の草取り、畦草刈りを、7月は

21 日に上田の草刈りを、８月は 25 日に草刈りをしまし

た。里の作業が多いのは、里と森の教室の準備や耕地管理

の人手が不足しているためです。是非とも会員の皆さん

の参加をお願いします。    （事務局 中元恵子） 

 

☆あいち海上の森センター新職員紹介 

澤田正明様（センター所長代理） 

あいち海上の森センターへの異動が決まった途端に、

関係団体の方から「今度、コラボして一緒に何かやりませ

んか！」といったお話を複数いただきました。まだ異動す

る前だっていうのに・・・ 

それだけどこもマンネリ化していたり、閉塞感を感じ

ていたりしていて、それを脱却するために何か今までと

違う切り口での取り組みを考え模索しているのだと感じ

ました。 

これからは外にも目を向け、外に出て行き交流するよ

うな形の活動が必要になってきていると感じています。

そのため今年度から他団体どうしが交流できるような取

り組みを考えています。 

他と交流することで自分たちの強みであったり弱い部

分などに気づき、今後の課題が見えてくると思います。ま

た、様々な情報が入ってきます。そういった刺激を参加者

がお互いに受けながら、それぞれの今後の活動に活かし

ていってもらえるような場になることを期待しています。 

いきなり大きなことをやるのは難しいので、小さなこ

とから手をつけ、少しず

つ広がっていけばいいか

なと思っています。 

海上の森の会にはいろ

いろと協力をお願いする

ことになると思いますの

でよろしくお願いしま

す。 

染谷祐太郎様 

センターでは展示運営やムーアカデミー通信の編集を

担当しています。好きな樹木の学名は Salix bakko（バッ

コヤナギ）と Citrus natsudaidai（ナツミカン）です。

産まれは群馬県、幼少期の登山や高校時代の山岳部で山

と森に親しみながら育ちましたが、大学で東京に出てか

ら７年間は全身で自然を感じる機会は減っていました。

今はこうして海上の森で毎日のように緑を浴びることが

でき、まるで夢のような

生活です。大学では造林

学を専攻していました

が、スギとばかり付き合

っていたので動植物には

疎く、生物季節調査に同

行させていただいては勉

強させてもらっていま

す。ただ楽しませてもら

うだけでなく、海上の森に何か一つでも返すことができ

たらと思い日々精進していきますので、どうぞよろしく

お願いします。  
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海海上上のの森森のの自自然然ノノーートト  
ノウサギ（ニホンノウサギ） 

あいち海上の森センター 酒井 雅章 

ノウサギはウサギ目ウサギ科に属し、夜に活動する（夜行

性）哺乳類です。その大きさは頭から胴を含めた長さ（頭胴

長という）で 40から 54㎝です。耳の長さ（耳長）は６から

８㎝、尾の長さ（尾長）は３から５㎝、体重は２から３㎏で

す。ノウサギの運動様式は跳躍歩行といわれ、いわゆるピョ

ンピョンと跳ねながら移動するものです。その足跡は、左右

の前足が前後に付き、その前方に後足の跡が左右並んで付く

という特徴があります（図 1参照）。 

表 1は海上の森で観察されたノウサギの年別・月別の観察

日数です。海上の森では年間をとおして、ノウサギが観察さ

れることが分かります。ノウサギは夜行性のため、昼間の観

察例は少ないのですが、２月から４月頃にかけて四つ沢付近

で観察されることがあります。 

 

年次 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 計
平成２６年次 1 1 1 1 1 4 9
平成２７年次 1 2 1 1 1 2 8
平成２８年次 1 3 7 5 1 1 1 1 20
平成２９年次 1 1 1 1 1 5
平成３０年次 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 は篠田川に設置した自動撮影カメラに写されたノウサギです。これを見ると海上の森のノウサギ

は冬季に白色化しない、非白化型であることが分かります。また、写真２は四つ沢付近で撮影したノウサ

ギのフンです。草食動物のフンは一般にコロコロとしたものが多く、肉食性の動物に比べて臭くありませ

ん。写真３は海上の森に生育しているシュンランの葉が齧られたものです。切断面が鋭く、同じ草丈で残

されることから、見た目に鎌で刈ったように見える特徴があり、よく誤伐したと間違われます。 

参考図書 フィールドガイド足跡図鑑 

上の表は、モニ 1000 の自動撮影カメラのデータ、散策者及び

調査員の目視記録から作成したものです（30年次は８月現在）。 

30.2.18 撮影 

表 1 ノウサギの年別・月別観察日数 

写真２ フン 

 
  

写真３ 食痕 

写真１ 

30.2.18 撮影 

 
写真２ フン 

 後足の跡 

前足の跡 

頭胴長 

図 1 
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自然調査グループ                                

ツアーグループとして４月 21 日瀬戸市主催のせ

と環境塾講座「新生活にほっと癒しの山歩き」で海

上の森を案内した。瀬戸市職員を含む 12名の参加者

がセンター内で澤田所長代理から海上の森の説明を

受けた後、案内ガイドが始まり物見山までのハイキ

ングで森の新緑を味わってもらった。物見山での昼

食後、普段あまり歩かない竹林の小径を通り、サテ

ライトへ。竹林の小径での猪の荒らし跡に参加者全

員がビックリされていた。予定になかった屋戸湿地

で美しい多くのハルリンドウに癒された様子でした。

物見山までのハイキング、湿地を経由した帰路を通

して瀬戸市の人に海上の森を知ってもらった１日で

した。 

自然環境調査はいつも通り毎木曜日に調査を行な

っています。今年の５月、６月から草、樹の花が例

年より早く開花したと思ったら７月は例年と異なり

少雨で極端な猛暑でした。いつもは湿っている場所

もカラカラに渇いている状態でした。それでも小川

には水が流れており、海上の森の保水力を感じさせ

てくれます。 

     （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 

海上の森の緑が一段と濃くなって来た５月 20 日

「里と森の教室」の第 1回が始まりました。今年の

応募者は 25家族 64名ありましたが、21家族 57名

が抽選で選ばれました。当日の参加者数 42 名・18

家族、スタッフ 18名。午前中は、センター小林所長・

森の会副理事長の挨拶。今後の活動スケジュール・

注意事項等の説明。写真撮影・スタッフの紹介。活

動場所への案内。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 300本・紅はるか 300

本)の植え付けを行いました。 

第２回は、５月 27日参加者数 43名・19家族、ス

タッフ 19名。作業は田植えを行いました。参加者全

員が頑張ってくれましたので予定より早く終えるこ

とが出来ました。

春の大きなイベ

ントを無事に終

えることが出来

少し肩の荷がお

りました。 

 

第３回は、６月 24 日 参加者数 38 名・19家族、

スタッフ 16名。午前中は田の草取りを行いました。

午後はサトイモ畑の草取り・ナス・ピーマン・ミニ

トマトの収穫を行いました。 

第４回は、７月 22日、参加者数 42名・19家族。

スタッフ 16名。作業は、田の草取りを行なう予定で

したが、予報では気温が 37℃以上になるとのことで

したので、参加者・スタッフの健康を考えて中止し

ました。作業は午前中だけとしサトイモ畑の草取

り・ナス・ピーマン・ミニトマトの収穫を行いまし

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。「里のくら

しグループ」の皆さんには暑い中、美味しいカレー

ライスを食べて頂こうとへとへとになるまで頑張っ

て頂きありがとうございました。またスイカ割りを

行い子ども達には喜んでもらえたと思います。その

他の参加者にも楽

しいひと時をすご

して頂いたと思い

ます。まだまだこ

れから暑い日が続

きますが多くの方

が参加されること

をスタッフ一同願っております。 

（グループリーダー 原田 幹雄） 

里と森の教室を取材して 

7月 22日の「里と森の教室」は、各地で連日 40℃

を越えたという猛暑が報道された時期でした。でも

海上の里の日陰は都会にはない爽やかな風が通り抜

け、野良仕事の後のひと時は楽しい交流の場になり

ました。「農作業は、日の出とともに涼しいうちにし

て、暑さと上手に付き合ってきた」「外で川遊びをよ

くした」「虫取りもよく行った」「農家休みがあって

農作業を手伝わされた」「昼寝があった」「行水もよ

くした」など昔の人の暑い日の過ごし方に、花が咲

きました。      （編集委員 大谷 敏和） 

 

森づくりグループ・森林（もり）づくり 

新年度も始まりあいち森と緑づくり環境活動推進

事業の助成認可も決定し道具も新しく増強し、「海上

の森健全化 10年プロジェクト」を進めたいと思いま

す。 

前回、1.07haの間伐跡地にコアジサイの群生が見

られるようになり周辺竹林・雑木の除去や散策路の
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階段を整備補修を行いましたが、まだ関係者以外立

ち入り禁止です。また、東京大学大学院生による環

境調査学習に協力し、当グループの森林インストラ

クターでもある大澤さんの現場説明や檜の大木を伐

倒する様を見学してもらいました。お土産として檜

のコースターを渡しました。 

また、木工芸教室の布目さんの協力により新しく

女性４、男性 1名が間伐グループに入りました。昼

食時談話に花が咲いたようににぎやかになりました。 

檜の玉切土留材にタマムシが集まって憩いの場に

もなっています。海上の里山は視界は広く私の視野

も広がり、あらゆる選択肢を考える場になりました。 

  （グループリーダー 阿部 與佐雄） 

木工芸教室  

一年生でこの“大作”これは 驚きですね！！ 

今回は入会してまだ

一年に満たない２人の

作品を紹介します。写真

左上は川野さん作 50cm

を超える盛器の大作で

す。形・バランスが実に

洗練されており硬い楢材の加工も繊細で気合の入った

一品です。右下は山内さんの作品で厚さ８cmのホウノ

キを刳抜いた深鉢（食籠）です。すごいのは口よりも

内部が広くなった中空を手作業で仕上げ、実に滑らか

です。抜群の加工技術に加え形もユーモアです。 

ところで両名とも過去に木工の経験は無いとのこと

で正に驚きですね。これからも感性を磨き続けて下さ

い。なお、当作品は１Ｆに展示しましたので是非ご覧

下さい。        （リーダー 布目 勝） 

里山文化グループ 里のくらし 里のホタル鑑賞会 

６月 16 日(土)茜色の

空の中に輝く三日月と金

星を見ながら草の匂いの

する田んぼを通り過ぎ、

ため池に着くと暗闇の中

にゲンジボタルとヘイケ

ボタルの幻想的な輝きが

見られました。稲沢から孫を連れて来たおばあちゃ

んや、長久手から家族を連れてきたお父さんが、来

て良かったと言って帰られました。参加者総数は

102名、うち子ども 30名、会員 16名でした。 

          （編集委員 大谷 敏和） 

地域発！NPO団体の紹介 
 

二村山環境保全推進協議会 

野生ツツジや里山のスミレが咲き、 
 生きものの賑わいのある緑地二村山へ！ 

豊明市の二村山は、往古京と東国を結ぶ鎌倉街道が通

り、かの源頼朝も歌を詠んだ歴史の地でもあります。

高度経済成長期には宅地開発がすぐ近くまで及びまし

たが、都市計画緑地として開発をまぬがれ、豊明市内

に残る数少ない自然の緑地として貴重な場所になって

います。その二村山の雑木林は他の里山と同様燃料革

命後は放置され、雑木林への竹の侵入や常緑樹の繁茂

によって荒廃していました。当会は、この二村山を多

様な生物が生息できる良好な自然環境へ改善しようと

平成 17年１月に発足し、同年４月に市と協定を締結し

て保全整備活動を始めました。 

以来、盛夏を除き原則毎月第１・第３日曜日を活動日

として、常緑樹の間引、荒れた竹薮の伐採、落葉かき、

草刈等の地道な

作業を継続して

実施しています。

竹藪の伐採地で

はヤマザクラ、

コナラなどから

成る雑木林が復

活中ですし、ヒ

ヨドリバナがよみがえるなど成果も現れており、活動

の励みとなっています。最近では「アサギマダラ 100

頭プロジェクト」と銘うってフジバカマの栽培にも取

り組んでいます。また、同じく二村山で活動している

豊明二村山自然観察会と連携し、自然観察会の開催や

市主催のグリーンフェスタへの出展などを通じて、二

村山に残る貴重な自然とその保全整備活動の大切さを

市民に発信する活動も行っています。加えて、子ども

たちに二村山の魅力を伝えることも大切と考え、豊明

エコキッズが二村山で開催する「夏の夜の虫探し」に

協力しています。 

これらの活動が評価され、今年の５月には「みどりの

愛護」功労者国土交通大臣表彰を受賞しました。これ

を契機に今後とも活動の継続と発展に努力していかな

ければと考えています。里山の雑木林保全に関心のあ

る方ぜひご参加ください。 （副会長 浅野守彦） 

http://park.geocities.jp/huta1311mura/hutamuray

ama-top. html 

電話 0562-93-3044（事務局：環境研究所豊明） 

再生してくるハチクの刈取り作業 
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特定非営利活動法人 海上の森の会 
理事長 石川 明博 

連絡先：〒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 
 

海上の森の会 活動予定   201８年 9月～12月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 担 当 
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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 

森林
も り

づくり (間伐作業) 1(土),4(火),15(土),18(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

里づくり（畑の耕耘・草取り・ワケギの
植付・稲架作り） 

5,12,19,26 各水曜  9:00～ 里山サテライト 里づくり 

未来遺産関連（ダンロップとの連携によ
る「さつまも掘り体験」） 

30（日） 10:00～14:00 
 未 来 遺 産

関連活動 

※里と森の教室（稲刈り・はざ掛け）                  30（日) 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

★自然ウォッチング  2(日)  9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 9(日),19(水),23(日) 10:00～15:00 

～15:00 

工 作 室  森づくり 

★四季のイベント 里のお月見 22(土) 15:00～20:00 里山サテライト 里山文化 

全体活動日(定例)（稲刈り準備） 29(土) 10:00～ 里山サテライト 事務局 
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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 

里づくり（籾殻集め・柿畑の整備・脱穀） 3(水),13(土),17(水),,31(水)  9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室（サツマイモ収穫・野菜の
世話） 

7(日) 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

★自然ウォッチング  7(日)   9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 14 (日),17(水),28(日) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

全体活動日（定例）（脱穀作業） 13(土)  10:00～ 里山サテライト 事務局 
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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（サツマイモの収穫・野菜の世
話・収穫感謝祭の準備） 7(水),14(水),24(土)  9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室（さといも収穫・タマネ
ギの植付け・くん炭づくり） 

11(日) 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

★自然ウォッチング 4(日)  9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 11(日),21(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★収穫感謝祭 25(日) 9:00～14:00 里山サテライト 里山文化 

全体活動日（定例）(収穫感謝祭準備) 24(土) 10:00～ 里山サテライト 事務局 
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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 

森林づくり (間伐作業・散策路草刈り) 1(土),4(火),15(土),18(火) 9:00～15:00 入口駐車場 森づくり 

里づくり（水路整備・田の耕耘・溝さら
え） 

5,12,19 各水曜 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室（落葉かき・正月準備） 9(日)最終日 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

★自然ウォッチング  2(日)  9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 2(日),9(日),19(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント お正月準備 23(祝) 9:00～14:30 里山サテライト 里山文化 

全体活動日(定例)（正月準備） 23(祝) 10:00～ 里山サテライト

（ か た りべの

家） 

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

 

 

 

  
                       

Ｔｅｌ&Fａｘ 0561-21-9298 
Emai morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp 
Home Page  /  ｆａｃｅｂｏｏｋ 

海上の森の会 検索☚ 

 

郵便振込 00820-6―185628 

特定非営利活動法人 海上の森の会 

年会費（４～翌３月） １口 1,000 円 


