
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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☆海上の森の会トピック 

あいちサトラボ里山開拓団との交流 

11月 10日、あいちサトラボ里山開拓団の収穫祭が愛・

地球博記念公園で開催されました。森の会として初めて

の協賛です。秋晴れのお天気に恵まれ、開店と同時に、た

くさんの子ども連れの皆さんが集まってこられました。 

森の会のブースでは、焼き芋体験、木・竹を使った工作

のコーナーを設けました。焼き芋体験のコーナーでは、お

子さんたちにドラム缶の中へ芋を入れてもらって、焼き

上がったあつあつの芋をもらい、ふーふー言いながらお

いしそうに食べていました。森の会里づくりの人たちが

育てた“紅はるか”は、焼き上がり 1時間待ちの大盛況。 

工作コーナーでは竹ポックリ作り、水てっぽう作り、木

工芸教室の木で作った写真立て、ペン立てを“みがこう”

など。また、リースや木で作ったダックスフンド、木の実

のキーホルダーなどの販売も行いました。 

あいち海上の森センター職員による“トナカイさんを

作ろう”が好評でした。海上の森で集めた木や小枝を使

い、あらかじめ頭、胴体、耳、花、角，鼻などのパーツを

作っておいて、子どもたちに選んでもらい、スタッフに手

伝ってもらいながら

組み立て、最後にゴ

ールドにペイントさ

れた楓の実をベルに

見立てて、首に結ん

で出来上がりです。

満足げにニッコリ笑

顔で、トナカイさんと写真を撮ってもらっている子ども

たちをみて、私たちも嬉しくなりました。 

この日の売り上げは、３万円ありました。皆様、一日ご

苦労様でした。     （編集担当 森山 美恵子） 

伐木等業務（大径木等）講習会 

 11月 14・15日に豊田市森林会館で開催されたチェー

ンソー講習会に森づくりグループの森ガール５名ととも

に参加しました。今回の講習には、50名程度が参加して

おり、企業からの若者たちや、シルバー人材センターから

と思われるおじさん

たちが多い中で、森

ガール５名は、かな

り目立っていました。 

座学でも、実習で

も一番前の席で、積

極的に受講し、チェ

ーンソーの燃料の混合割合など講師に質問していました。

初めてのチェーンソーの手入れも積極的で、ボックスス

パナでカバーを外し、チェーンソーの木くずを取り除く。

フィルターの汚れを点検。チェーンの張りを調整。丸やす

りで角度に合わせ目立てを実施。 

その後、丸太の切断、立ち木の

伐木の実習にも率先して参加。す

ぐにも森づくりの環境整備で大

活躍されそうです。 

私は、里づくりグループで活動

していますが、チェーンソー講習

を機に、森ガールを見習って森づ

くりにも参加していきたいと思います。 

（里・森づくりグループ 稲熊 正行） 

チェーンソーの講習を受けて 

チェーンソーのイメージはすいすいと木を伐る便利な

道具。伐倒は木の根元近くを「く」の字に切り込んで倒す

の楽しそう！と安易に考えていた。 

講習で安全衛生法、チェーンソーの取り扱い、伐倒に関

する様々な用語を教わり、実習ではそれらの用語を体に

刻み込む。安易に考えていたことが見事に覆る二日間の

講習だった。総勢40余名。殆どが作業着着用の男性たち。

森づくりからは５人の女性と男性 1 人が参加。女性は計

7人しかいなかった。 

講習後 1 日空けて「海上の森」入り。森づくりの男性

先輩から選木、ロープ掛け、伐倒方向、退避場所、受け口、

追い口、つる、等々復習を兼ねて教わりながら桧の木を 1

本倒す。専門用語もすんなり入ってくるのは講習を受け

た成果だと実感する。 

身近にある森林の整備に微力ながらもお手伝いできる

ことは嬉しい。しかし、何せ年を取ってからの参加で、も

っと若いころに出会っていればと悔やむ。 

森づくり最初の感動はコアジサイ。コアジサイ群生地

の除伐作業から 1 か月もすると、周辺一帯にかぐわしい

香りを漂わせ、除伐エリア一面に可憐な薄青紫のコアジ

サイが見事に咲き誇っていた。この光景を見ると除伐時

の苦労や汗など吹っ飛んでいった。是非若き女性たちに

もこの快感を味わって欲しいものです。 

（森づくりグループ 西本 治美） 

清掃ハイキングに協力 

11月 18日、山の会「くらら」が主催する清掃ハイキン

グに森の会からも何人か参加して協力してきました。総

勢79名、ゴミの量60.1kgでした。（編集担当 大谷敏和） 
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収穫感謝祭に参加して 

11 月 25 日、里と森の教室の収穫感謝祭が無事に終わ

りました。今年も海上の森センターの方々、里と森の教室

の指導員の方々に大変お世話になり親子ともども感謝し

ております。子どもたちが小さなころから参加させてい

ただいています。小さい頃はサテライトまでの長い道の

りも泣きながら歩いていったものですが、年を重ねるご

とに、海上の森林、川、小さな滝、リス、ウサギ、猪の掘

った跡、魚、虫、紅葉など、今では道中の四季を感じなが

ら毎月、元気にサテライトまで歩いています。 

教室でお米や野菜など育てるうちに、普段通っている

近所の畑にも目をやり、あれは何の野菜かなぁと親子で

話してみたりし、関心も出てきました。教室で教えて頂い

た夏野菜をマネテ家でも小さな家庭菜園もやっています。 

里と森の教室での活動で皆さんお話しをしたり、お米

や野菜を一緒に育て、収穫祭では皆で調理をして食べる、

体感する食事ができました。当初は子どもたちの体験の

ためにと参加していました。そんな子どもたちも小学・中

学を卒業する時期になり忙しい環境になってきましたが、

いつか大人になった時にも、この体の積み重ねた体験が

心や体に役に立つと願っています。 

（里と森の教室参加者 藤井 美穂） 

 

☆会議の記録 

第２回推進会議（９月 29日） 

1、会議の名称を「海上の森の会推進会議」（「推進会議」）

とし、定例活動日を全体活動日とすることを確認した。 

２、９月30日のダンロップのイベントは台風のため中止、

４月に清掃ハイキングを行う予定。 

３、10 月 13 日のパルティせとで開催される交流フェス

タ 2018に会としてブースを出展することにした。 

４、11月 10日にモリコロパークで開催される、あいちサ

トラボ里山開拓団主催「あいちサトラボ収穫祭」に会と

してブースを出展することにした。 

５、９月 28日にセンター所長、所長代理と森の会理事長

との話し合いがあり、収穫された作物は重量を計り、使

途を明らかにしてほしいとの要望があったので今後は

努力したい。 

６、９月 2７日にため池の草刈り作業が予定されていた

が、雨のため延期になったことが報告された。 

７、推進会議の記録について、次回からは出席者の輪番で

記録することとし、今回は石川氏が作成することとし

た。 

第 3回推進会議（10月 27日） 

１、11月 18日の「山の会くらら」主催の清掃ハイキング

に理事長他数名が参加することになった。 

２、里ラボのイベントにはセンターからの職員２名参加

もあり、全 10名で参加することとした。 

３、ダンロップのイベントが中止となったが、日本ユネス

コに対し次年度は４月「海上の森春の清掃ハイキング」

を提案した。 

４、収穫祭の各部署の担当および責任者を決めた。 

５、センターより次年度６月初旬に全国植樹祭が森林公

園で予定されているため、この間センター職員の森の

会行事への参加が難しい旨の報告があった。 

６、理事長より、各グループの連絡網を整備し各種連絡が

会員に周知できるシステムの検討要請があった。 

７、役員等が外部の会議に参加した際はこの推進会議に

報告し、会の参加者と情報の共有を図ることとした。 

８、理事長より 11 月 11 日に開催される「あいち海上の

森フォーラム 2018 人と自然の共生フォーラム」に参

加し、「森の会の活動報告」を行うとの報告があった。 

第４回推進会議（11月 24日） 

１、推進会議は原則毎月第４土曜日の全体活動の終了後

12時より弁当持参、センター３Fで行なうこととした。 

２、各グループ連絡網については、理事長より事務所など

からの連絡を各グループリーダーからグループメンバ

ーに周知してほしいとの要望が出された。 

３、理事会の年間開催について検討し、次回は３月末とし

過去の開催を確認し決定することとした。 

４、次年度の総会は５月 11日（土）を第 1候補日とする

が、日程についてはセンターと調整することとした。 

５、12月の全体活動日は正月準備の行事がある 23日（日）

に変更し、忘年会もこの日に行い、時間に余裕があれば

忘年会前に推進会議を行うこととした。（石川 明博） 

 

☆他団体との交流 

海上の森運営協議会 

平成 30 年度の第１回海上の森運営協議会が 10 月３日

に開催されました。（海上の森センターにて 委員９名） 

＊ 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） 

活動費などの予算額と各種事業（学習と交流、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。 

＊ 海上の森自然環境保全地域維持管理事業について
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（自然環境課から） 

保全活動（シデコブシ、スミレサイシン、湿地、ギフ

チョウの保全）の報告があり、シデコブシ、スミレサ

イシンの保全では開花などの定量的データの報告が

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年度の計画の

詳細な報告があった。しかし、農地周辺の間伐、小面

積皆伐についてはＨ29 年度からの進展が見られない

と指摘しておいた。また、ミニセミナーについて海上

の森での大学の研究も取り上げれば良いと提案して

おいた。 

＊ あいち海上の森センターの指定管理者制度について

は運営会議として次回詳細に検討することとなった。 

（理事 曽我部 紀夫） 

せと市民活動連絡会運営委員会 

瀬戸市内で活動している各種団体 233 の登録があり、

その団体を取りまとめ、運営をサポートしていきます。定

例運営委員会は毎月第２木曜日 PM:7:00～9：00に実施さ

れています。 

総会において年間の行事予定が決定され、「とくとく交

流会」「交流フェスタ」（瀬戸市と共催）、「クリスマス大交

流会」（瀬戸市・尾張旭市・長久手市３市の交流会）、視察

研修、ままのわフェスタ等、月２.３回の市民のみなさん

にも声掛けをして実施されています。 

この活動をささえる支援が「ステップアップ交流会」

で、瀬戸市と共催で「市民活動応援補助金」のプレゼン相

談会、活動振り返りシートの相談会等が実施されていま

す。会員の皆さんをおさそいして、交流会等に出席すれば

もう少し瀬戸市の活動がおわかりいただけるかと思いま

すが、交流会、フェスタは主に土・日開催が多く会員のみ

なさんに声掛けが難しい。 

毎月の定例会に出席するのが精一杯で、皆さんに活動

報告ができないのが現状です。 （理事 出口 なほ子） 

あいち海上の森フォーラム 

11 月 11 日ウインクあいちにて第２回人と自然の共生

セミナーが開催されました。第 1 部で森の会から理事長

が活動発表をしました。第２部の基調講演は、京都大学名

誉教授森本幸裕氏の「気候変動への賢い適応－雨庭と「和

の花」を考える」でグリーンインフラから考える水の利

用、災害対策、花の文化など庭園の工夫の話でした。第３

部は専門家、行政、NPO諸団体による意見交換会でした。 

（編集担当 大谷 敏和） 

地域発！関連団体の紹介  

 

あいちサトラボ里山開拓団 

 

あいちサトラボがどこにあるかご存知でしょうか？ 

愛・地球博記念公園内の北東に位置しています。 

現在農のエリアと森のエリアの約３.４㏊が供用開始

されており、里山的景観を創る活動（開拓）は、愛知県と

公園管理者、われわれ開拓団との三者の協働で行われて

います。 

施設としては、ラボハウスと広場を中心に、いきものを

育む水源の里池に始まり、田んぼ・畑・果樹園・竹林・花

壇が森に囲まれています。 

この活動は、平成19年に「公園の県民公園づくり空間」

としてワークショップを通じて万博後の荒涼とした土地

をどんな空間にしようかとみんなで話し合い・考え、それ

を実践するために始まりました。そして継続して開拓活

動をしていくために、活動場所を「あいちサトラボ」、組

織名を「あいちサトラボ里山開拓団」としました。現在の

組織は、平成 25年５月 30日に改編されたものです。 

小学１年生以上で協調性をもって行動ができる県民で

あればだれでも会員になれ、現在 71名の会員が農作業を

中心に里山づくり活動を行っています。活動には、田ん

ぼ・麦部会、畑・花壇部会、果樹・森部会、イベント・環

境部会、広報部会があり、話し合いで活動内容の詳細を決

めています。また、活動全体の基本的な流れが確認できる

ように土曜日を「共同作業日」としています。 

季節行事では、山菜摘み、筍掘り、田植え、七夕、稲刈

り、餅つきなどを行い、秋には収穫物を来園者と祝う「収

穫祭」を開催するなど、これらを日々の作業に組み入れた

活動を行っています。 

収穫物の活用では、果樹を使ったジャムづくり、野菜を

使った漬物やコンニャクづくり、そして里の食卓にかか

せない味噌も手作りし、来園者を対象としたイベントに

活用しています。 

お出迎えの心で育ててきた花壇、土づくりから体験し

た畑や田んぼ、全体では鳥獣害・病虫害と格闘し、「里山

づくり活動」は、数年の歳月では成立しないことを実感し

てきました。是非一度「あいちサトラボ」へお越しくださ

い。仲間になっていただける方も募集中です！ 

 

あいちサトラボ里山開拓団 会長 片岡 巌雄 
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毎年４月～10月、月２回一定コースで 45～50種、個体数 1500～2000頭を確認している。 

その概要を述べたい。 

・年間個体数はキチョウ、ヒメウラナミジャノメ、ベニシジミなど３種で 50％程度を優占している。 

・日本固有種は、激減したギフチョウを含め４種が確認されている。 

・絶滅危惧種は５種が確認されているものの、ギフチョウ、ホソバセセリは激減している。 

・森林性のコミスジは普通種であるが、当地では極めて個体数が多く特殊といえる。 

・北上しているナガサキアゲハ、ツマグロヒョウモンは、都会では増加しているが当地では増加していない。 

・オオチャバセセリ、サトキマダラヒカゲは各地で減少しているものの、当地では健在である。 

・キチョウは秋に移動するが、当地ではその現象（集団化、地上での吸水など）が見られるほど、個体数が

多い。上記について表と写真の一部で補足します。 

 

海上の森で観察できる蝶 ギフチョウ・アサマイチモンジ・サトキマダラヒカゲ・ヒカゲチョウは日本のみです。 

種 名 絶滅度 生息環境 発生回数 幼虫の食草 越冬 その他 

ギフチョウ 激減 国、県Ⅱ類 明るい里山 １ カンアオイ 蛹 保全活動活発 

アサマイチモンジ 少  明るい林縁 ３ スイカズラ 幼虫 イチモンジチョウに似る 

サトキマダラヒカゲ 中  林緑・公園 ２ アズマネザサ 蛹 全国的に減少傾向 

ヒカゲチョウ 減少  やや明るい林縁 2～3 クマザサ 幼虫 全国的に減少 

ツマグロキチョウ 稀 国ⅠB類 礫のある草原 3～4 アレチケツメイ 成虫 愛知県には多産 

オオウラギンスジヒョウモン 稀 国Ⅱ類県準絶滅 河川林周辺 １ 各種のスミレ 卵 秋に低地に移動 

オオムラサキ 少 国、県準絶滅 雑木林 １ エノキ 幼虫 国蝶 

オオヒカゲ 少 県準絶滅 樹林の湿地 １ カサスゲ 幼虫 吉田川など、減少傾向 

ホソバセセリ 激減 県準絶滅 日陰・林縁 １ ススキ 幼虫 全国的に減少 

キチョウ 多  林縁・畔 3～4 各種マメ類 成虫 当３種の順には年によって

は入れ替わるも全個体数の

50～60%を占める。 

ヒメウラナミジャノメ 多  草原、農地 ３ チヂミザサ 幼虫 

ヤマトシジミ 多  草原、農地 5～6 カタバミ 幼虫 

ベニシジミ 多  草原、農地 3～4 スイバ 幼虫 夏は黒味が強い 

モンシロチョウ 多  農地・人家 5～6 アブラナ 蛹 雌は移動性大 

イチモンジセセリ 多  農地・草地 3～4 イネ・チガヤ 幼虫 後翅の白班は4つが一列 

 

    
ギフチョウ      アサマイチモンジ    サトキマダラヒカゲ     クロヒカゲ 

    

ルリタテハ      モンキアゲハ       ホソバセセリ      ツマグロキチョウ 

                                     文・写真 高橋 匡司 
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スミレサイシンの株、開花位置図 

  （愛知県環境センター提供） 

 

自然調査グループ                                

スミレサイシン地の草刈り                                                                                                                  

11月１日（木）の定例自然環境調査の後、グルー

プ員（11名）が愛知県自然環境課（３名）と愛知県

環境センター員（２名）とでスミレサイシン地の草

刈りを行なった。今

年は愛知県環境セン

ターで調査したスミ

レサイシンの株、開

花データ（右図）の

説明の後、草刈り作

業を実施した。スミ

レサイシンの開花偏

移などを知ると草刈

り作業の励みになり

ます。 

従来は晩秋の草刈

り、冬の落葉搔きを

行なっていたが昨

年度より草刈りの

みとして株数、開

花数の調査を愛知県環境センターで続けています。 

最良の保全方法が確立していない状態では株数、

開花状況を見ながら作業を進めるのが必要です。 

スミレサイシンは愛知県で海上の森だけにしか自

生していないとされているので愛知県も大事に扱っ

ているのだと思います。我々も大切にしていきまし

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月に入り朝晩の寒さが、一段と厳しくなって来

た 12月 9日今年度最後の「里と森の教室」を無事に

終了することが出来ました。これも、海上の森セン

ター・事務局・各グループ・地元の人の協力と、里

づくりグループスタッフのおかげだと思います。改

めて感謝致します。今年の延べ参加者数は 348名・

160家族でした。 

第 5回は、8月 26日参加者数 29名・13家族、ス

タッフ 17名。サツマイモ畑の草取り、ダイコン・ニ

ンジンの種蒔き、ピーマン・キュウリの収穫を行い

ました。夏の暑さの為作業は午前中で終了しました。 

第 6回は、10月 7日参加者数 43名・19家族、ス

タッフ 17名。稲刈り・稲架掛けを行いました。七畝

の田では稲刈り・稲架作り・稲架掛けと同時進行は、

初めての試みでしたが、参加者・スタッフの頑張り

と海上の森センターの協力により無事終了すること

が出来ました。 

第 7回は、10月 13日参加者数 27名・13家族、ス

タッフ 17名。午前中は、サツマイモ掘り」、午後は

伐採作業を行いました。 

第８回は、11 月 11 日参加者

数 43名・20家族、スタッフ 16

名。午前中はサトイモ掘り・燻

炭作り，午後は、タマネギの植

え付けを行いました。燻炭作り

の際サツマイモ焼き芋を作り全

員に食べて頂きました。 

第９回は、12月９日参加者数 41名・20家族、ス

タッフ 17名。午前中は落葉かき、ジャガイモ・ニン

ジン・ダイコン・ネギの収穫、午後は水路整備・障

子張りを行いました。最終日ということで海上の森

センターの小林所長に挨拶と皆勤賞の表彰をして頂

きました。６名の方が皆勤されました。また参加者

全員のアンケートをもとに今後の活動に活かしてい

きたいと思います。 

（グループリーダー 原田 幹雄） 

 取材に行くと参加者同士の

間から楽しい笑い声が聞こえ

てきました。編集担当の私に

も、気楽に話しかけてくれる

ようになりました。おもしろ

い形のにんじんのこと、参加

動機のこと家庭教育のことな

ど話題はつきません。小学校

６年生の T 君のお父さんは

「これからの子はアナログも

デジタルも必要で、大変な中

から協力や心と心のつながり

を学ぶことができる」と親子

で積極的に参加していたのが印象的でした。 
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森づくりグループ・森林（もり）づくり 

12 月１日９時森

づくりグループの活

動のはじまり時刻で

す。多度神社周辺で

行われている間伐作

業は、あいち森と緑

づくり環境活動推進事業の「海上の森健全化 10年プ

ロジェクト」によるものです。どんどん明るくなっ

ていく森を見て、ここで遊ぶ子どもたちや、散策す

る人たちの笑顔を思い浮かべながら作業を進めてい

ました。また、新しく入られた女性 2名は事故のな

いようチェーンソーの使い方の指導を受けてました。 

（編集担当 大谷 敏和） 

森づくりグループ・木工芸教室  

木で示す我が個性（？） 

木工は、一心不乱に木を彫り、磨くことに忘我と

逸楽あり。時には、おしゃべりしながらも楽しい。

昼休み、海上の森へ入り、

布目先生による昆虫教室

もおもしろい！ 

私より上手に作る人ば

かりである。そこで存在

感を示すには、大きさやユニークなデザインである。

ルーローの三角形をモチーフにした世界で唯一無二

の独創的自信作に、奥さんは「何、この灰皿は？」

とヒドイことを平気でのたまう。誰が木で灰皿作る

んかい！            （古田 孝典） 

里山文化グループ 四季のイベント 里のお月見 

餅米がすこしありましたので、あんこ餅を沢山作

り「月見団子」のかわりとしました。里芋も里より

いただき米粉で里芋型の団子も出来ました。お天気

の心配もしなくても朝より快晴で月の出も早く物見

山より南の方からでて、9月 22日(土)は十三夜で薄

暗でしたがみなさん大変感激しました。 

      （グループリーダー 出口 なほ子） 

里山文化グループ・ 里のくらし 収穫感謝祭 

11 月 25 日 里の収穫祭も、前日の準備、当日も

晴天でしたが，例年より参加者が 80名ほどと少なく

小ぢんまりとした収穫祭でした。里森のスタッフの

皆さんにご無理を言って、野菜の種蒔き、肥料やり

等、干ししいたけも沢山作っていただき、里の収穫

物での収穫祭が出来ました。ありがとうございまし

た。 

（グループリーダー 出口 なほ子） 

里でとれた農産物を

使っての餅つき、豚汁、

焼き芋などを、子ども

たちも一緒になって昔

ながらの調理法で料理

しました。 

前日水道がないサテラ

イトでの餅つきなどの準備は、とてもたいへんな作

業でしたが、協力しあう中から人の心と心のつなが

りを感じられました。 

 

                     

里山文化グループ 四季のイベント お正月準備 

12月 23日（日）天気はよくなく参加者は 40人位

でした。昔からのお正月準備の仕事にマニュアルは

ありませんが見よう見まねで手伝う子に感心しまし

た。 

 

里山文化グループ・サテライト管理 

鍵開け当番が、朝だけになり気分が大変楽になり

ました。利用者みんながお互いに気持ちよく使う施

設です。掃除道具を目につくところに置いておきま

した。使われた方は、部屋、テーブルなどきれいに

してお帰りください。 

（グループリーダー 出口 なほ子） 

たいへんな里芋の皮むき作

業もみんなでやると楽しい 

うまく割れるかな 

薪で料理を手伝うT君 

子どもの仕事だった 

薪作りに挑戦 

溝掘りに頑張る子 障子張りに頑張る子 

（編集担当 大谷 敏和） 

（編集担当 大谷 敏和） 
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海上の森の会 活動予定   2019年 1月～4月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 担 当 

 

 

1 

 

自然環境調査 10,17,24,31 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 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 作業場 森づくり 

耕地管理（田、畑の耕耘・燻炭作り） 9,16,23 各水曜   9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★木工芸教室 (作品製作) 9(水),16(水),27(日) 10:00～15:00 工 作 室  森づくり 

★四季のイベント どんど焼き 12(土) 10:00～14:30 里山サテライト 里山文化 

全体活動日 

推進会議※1 
26(土) 

10:00～ 

全体活動後 
里山サテライト 事務局 

2 

自然環境調査 7,14,21,28 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 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 作業場 森づくり 

耕地管理（畑の溝整備・土寄せ・追肥） 
（水路整備） 

6,13 各水曜  
23(土)  

9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★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 

全体活動日 

推進会議 
23(土)  

10:00～ 

全体活動後 
里山サテライト 事務局 

3 

自然環境調査 7,14,21,28 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 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 作業場 森づくり 

耕地管理（水路整備、 
ジャガイモ植付け） 

（田、畑の耕耘） 

6,13,20 各水曜 

23(土)  
9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★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 里のひな祭り 23(土) 9:00～14:30 里山サテライト 里山文化 

全体活動日 

推進会議 
30(土) 

10:00～ 

全体活動後 
里山サテライト 事務局 

4 

自然環境調査 4,11,18,25 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 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 作業場 森づくり 

耕地管理（田の耕耘・水路整備） 
（サトイモの仮植え） 

3,10,17 各水曜 
27(土) 

9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★自然ウォッチング 申込不要 7(日)  9:30～14:30 入口 P 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 3(水),14(日),17(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

全体活動日 

推進会議 
27(土) 

10:00～ 

全体活動後 
里山サテライト 事務局 

★会員外参加可能行事 

★の四季のイベント 申込み不要（受付時間内にお越し下さい、遅れる場合は連絡ください） 
持ち物：参加費・はし・マイ食器持参（忘れた場合は販売有）、飲み物、エプロン 
ゴミは各自お持ち帰りください。 

※1 推進会議は会の運営等に関することを話し合います。会員なら誰でも参加できます。 
お知らせ 1 月より来年度の会費を事務所で受け付けます。 
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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 

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 

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 


