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海上の森の原点を貫く 

平成最後の「海上の森だより」に寄稿させていた

だき光栄に存じます。 

 29年度で理事長を退任させていただき、30年度

は殆ど活動に参加せず、道半ばとなっている取組

みもあり、大変申し訳なく思っております。 

さて、愛知万博も既に昔の出来事になってしま

い、今は２度目の大阪万博に関心が高まっていま

す。だからこそ、環境万博と言われた愛知万博の理

念を継承している「あいち海上の森センター」や

「海上の森の会」が機関・組織として機能し続ける

ことが大事だと思います。微力ながら多くの方の

協力を得て実施している「あいち海上の森フォー

ラム」もその一つと自負しております。 

海上の森センター開設当時、海上の森の事業展

開として掲げていたのは、「愛知万博記念の森とし

て保全・活用すること」と「海上の森における取組

みを通じて、里山保全と森林整備に関する学習・参

加・交流の拠点とすること」でした。 

このことは、特定の場所を規定した条例として

は画期的である「あいち海上の森条例」に明文化さ

れています。そのころは、世間の関心も高く、新聞

にも多く取り上げられたりしました。 

時が経つにつれて関心や熱気のようなものは薄

れていきましたが、今でも多くの人が訪れ、様々な

活動が展開されているのを見ると、静かに自然が

守られ、堅実に取組みが継続していると感じられ

ます。 

こうした活動を 100 年後の子どもたちに引き継

いでいくための宣言として、日本ユネスコ協会連

盟の「未来遺産運動」への登録も実現しました。 

とすると、我々はこれから何をなすべきでしょ

うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の継続、そのための人材確保、そして情報発

信などは基本の基でありますが、今後考えていか

なければならないことは、「原点を貫く」ことでは

ないでしょうか。10年後、50年後、100年後とな

ると、その間に大きな変化が起きてきます。森の変

化、人の変化、社会の変化です。森は大きく成長し、

人口減少もあり、考え方も多様化し、AIやバーチ

ャルリアリティーなどは加速度的に進化するでし

ょう。そのような時代変化にあって、変化への対応

はもちろん必要ですが、海上の森の存在は如何な

るものかです。 

私は「人間回帰」だと思います。 

素晴らしい自然や里山があり、生活文化が根付

いている。喧噪の社会を離れて、ひと時をゆっくり

過ごす、自然とふれあい、人とふれあう場。アナロ

グ的な作業の実体験の場。そのような場として海

上の森が機能していることではないでしょうか。 

変化に埋没せず原点を貫く、このことが大事で

あり、今行っている活動を地道に、かつ力強くや

り続けていくことこそが、その回答ではないかと

思っています。  （副理事長 浦井 巧） 
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☆海上の森の会トピック 

企業連携 デロイト トーマツ グループの森林保全活動 

デロイト トーマツ グループでは CSR 活動の一環とし

て 2011年より森林保全活動を行っており、今回（11月４

日）が 11回目の活動となりました。今にも雨が降ってき

そうなあいにくの天気の中でしたが、総勢 48名が間伐・

除伐と「自然に触れ合う」をテーマとして森にあるものを

使ったリースづくりを体験しました。 

間伐では、途中予定

していた場所に木が

倒れない（!!）という

ハプニングもありま

したが、自然の中で一

人ではできない貴重

な体験をすることに

よって心も体もリフ

レッシュされました。 

除伐は意外と急斜

面で足場が悪く、細い

とはいえ手首ほどの木を伐るのはなかなか大変な作業で

した。お父さんお母さんが伐った木を子供が運ぶほほえ

ましい光景も見られました。 

海上の森の

会・森づくりグ

ループの方に提

供していただい

たツルと木の実

でのリースづく

りは、子供対象

でしたが、意外

にも付き添いの大人が夢中になったようです。ここに来

ないと作れないものができたと大好評でした。 

除伐や間伐作業の森林の管理方法を身をもって学ぶこ

とで、自然の大切さを感じる貴重な体験となりました。 

デロイト トーマツ グループでは長期的な取組みが重

要な森林保全活動をこれからも継続していきます。 

（デロイト トーマツ グループ） 

 

海上の森自然環境調査に参加して 

メタリックブルーの輝きに目を奪われた足元。触覚に

はコブがあり、腹は太い。死んだふりをするその虫は、ヒ

メツチハンミョウといい、ファーブル昆虫記に詳しく観

察の様子が書かれていた。本には「結婚式の服を洗濯し

て、そのまま縮んだ上着を着ているよう」と羽のカタチは

表現されていた。面白い。生態は想像以上に不思議なもの

だった。美しさと不気味さの魅力をもつ昆虫との出会い

に感動した、ある日の調査のことでした。 

自然調査に参加するようになり三年目になります。先

輩方といつものルートを全身の感覚を使い小さな変化に

気づき、共感し、記録をとっていると、様々な生きものが

それぞれの方法で生命をつなげ、つながりをもって生活

していることを知ることができます。そして、記録したデ

ータは豊かな自然を守っていくための大きなヒントにな

ります。 

今、子どもの遊びは大きく変わっています。「子ども」

は、子ども独自の自分の世界をつくりあげ人間の感覚が

つくられていき大切な時期と言われています。自然の中

でたくさん身体をつかって遊んで、オリジナルの経験を

重ねて自然を友とする喜びを子どもたちに知ってほしい

と思います。ありのままの自然は驚きと感動と疑問をな

げかけてくれる大切な存在になるでしょう。調査、自然観

察に通いながら、そのようなきっかけづくりができたら

いいな、と感じるようになりました。 

ここかしこに春のきざしがのぞき、アラカシの葉裏に

成虫越冬しているウラギンシジミがそろそろ動き出しそ

うです。海上の森へ明日もわくわくしながら出かけます。 

（自然調査グループ 細川 小百合） 

海上の森との出会いとこれから 

初めて海上の森を訪れたのは、2012年の７月でした。

近場でハイキングができる場所を探していたところ、目

に留まったのが海上の森でした。当時、まだ結婚前の妻と

昼食を持って展望台まで歩き、「名古屋からほんの少しの

場所にこんな自然豊かな場所があったのか」と驚いたこ

とを覚えています。 

それから３年後、縁がつながっていたのか、海上の森セ

ンターのすぐ近くに新居を構えることになり、そして海

上の森の「里と森の教室」の存在を知りました。昔から自

然と共に生きる里山の暮らしに憧れがあった私は、夫婦

で参加を申し込みました。 

「里と森の教室」では農作業の知識だけでなく、昔から

のちょっとした知恵や季節の行事、風土の習慣など、様々

なことを教えていただきました。その知識・経験は自宅の

ささやかな家庭菜園にも役立っています。この非常に貴

重な体験を継続したいという思いや、スタッフの方にお

誘いいただいたこともあり、2018年からはスタッフとし

て夫婦で参加することになりました。まだまだ未熟なこ
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とばかりですが、この海上の森だからこそできることを

やっていきたいと思っています。 

昨年末、我が家に待望の長女が誕生しました。この自然

豊かな海上の森と共に成長していく娘の姿が、これから

楽しみで仕方ありません。 

（里づくりグループ 村上 順・あゆ美） 

「里と森の教室」に参加して 

きっかけは夫婦と孫たち４人で参加した平成 24 年度

の「里の教室」でした。 

駐車場から上に登る途中、季節の花や鳥の鳴き声、サワ

ガニ、家の近くでは見られないものに感動し田舎の風景

を思い出しました。あれから７年がたちました。「教室」

は私達にとってちょっとしたドライブ気分で通っていま

す。 

里は私達にとって珍しい野菜の育て方、調理の仕方他

色々と勉強させてもらう場所です。特に田んぼの作業は

ここでしか出来ない体験です。田植えから田の草取り稲

刈りと楽な作業ではないけれど、収穫したお米ともち米

は年末の楽しみのひとつになっています。 

教室に参加される中には、複数年参加される方も見え

てスタッフ以上に海上の森に溶け込んでおられ、虫や植

物の名前もよく知ってみえます。こちらが教えてもらう

ことがたくさんあります。 

昨年初めて落花生を作りました。参加者にも収穫の楽

しさ（子どもの中には土の中に豆が出来ていることを初

めて知った子もいたのでは）、塩ゆでの落花生は栽培した

人でないと味わえなくビールも美味しかったのでは。先

日も冷凍してあった塩ゆでを解凍して食べましたが美味

しかったですよ。今年も何か新しい作物を作るのかな、楽

しみです。 

又、イベントに参加して、餅つき、門松作り、干し柿

作りなど海上に来てできることもいっぱいありますよ。

「教室」だけでなく「四季のイベント」などにも出来る

だけ参加して、海上の森を満喫したいと思います。 

（里づくりグループ 夫馬賢治・はる江） 

 

☆会議の記録 

推進会議の記録、全体活動日の記録は、都合により次号

に掲載させて頂きます。 

 

☆他団体との交流 

海上の森運営協議会 

平成 30 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。（海上の森センターにて 委員９名） 

今回は冒頭に座長の高野教授から「豊田市の大規模太

陽光発電による二次林開発の話があり、海上の森が残っ

て良かった」との話があった。続いて議題に入り、 

＊ 海上の森センターから海上の森保全活用事業の取組

状況について 

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。 

＊ 自然環境課から海上の森自然環境保全地域維持管理

事業について 

保全活動（シデコブシ、スミレサイシン、湿地、ギフ

チョウの保全作業）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と今

年（Ｈ31 年３月）のスミレサイシン開花の写真報告

があった。ギフチョウの保全カンアオイの育成につ

いて名古屋工業大学研究生からカンアオイの成長に

は開空度40～50％が最良との研究結果が報告された。 

＊ 「保全活用計画２０２５」の進捗管理について 

センターからＨ30 年度の計画での農地等周辺の間伐

について県有林事務所との協議で難航しているとの

報告があった。 

＊ 海上の森に隣接する場所で開発された太陽光発電な

どがきっかけとなり太陽光発電開発に関する瀬戸市

の条例制定について 瀬戸市環境課長から最新の状

況説明があった。    （理事 曽我部 紀夫） 

せと環境塾運営協議会 

瀬戸市環境課が主催する平成30年度の第２回せと環境

塾運営協議会が８団体の出席のもと、１月 31日に瀬戸市

役所の会議室にて開催されました。 

せと環境塾運営協議会は瀬戸市で環境に関する活動を

している団体と東大演習林の研究所、あいち海上の森セ

ンターなど 13 団体で構成されています。今回の議題は

「平成 30年度前期講座の実施結果の報告」と「平成 31年

度前期せと環境塾講座の計画」でした。 

ごみの減量、リサイクル、外来種の駆除、自然体験、教

育など環境に関するいろいろな講座が対象となります。 

海上の森の会からは、平成 30年度前期認定講座として

登録（瀬戸市広報に記載）された四季のイベント（ホタル

観賞会、お月見）、自然ウォッチング、木工芸教室、里と

森の教室、調査学習会（キノコ、水生生物）の実施日、参

加者数の報告を行ないました。 

平成 31年度前期認定講座として、里と森の教室、調査

学習会（水生生物）、四季のイベント（ホタル観賞会、お
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月見）、自然ウォッチング が登録されました。 

４月または５月の瀬戸広報に掲載されます。 

（理事 曽我部 紀夫） 

せと市民活動連絡会運営委員会 

１月 26日には、パルティーせと４階マルチメディアル

ームにて「とくと～く交流会」が開催されました。市民活

動団体と市職員が一堂に会する公開円卓会議方式で、「自

分にできること」をまちとつなぐ、というテーマのもと、

活発な意見交換会になりました。 

２月２日（土）には視察研修会があり、名古屋市港防災

センターを視察しました。防災・減災について、子供対象

の分かりやすい講義がありました。伊勢湾台風疑似体験・

震度７の体験他３種類の地震の揺れの体験火災現場から

の脱出体験もできました。なによりも困った時の対処法・

助け上手になること・伝えることの大切さを学びました。 

２月 23日には、文化センターにて「ステップアップ交

流会」が開催されました。「10年後のために、今できるこ

と」をテーマに、○1ひと育て、○2観光発展、○3地域資源を

活かす（海上の森も話題になりました）について話し合い

ました。瀬戸市の自然・施設等が 10年後も人が集まる賑

やかな場所になっていますように。 

３月 14 日には定例の運営委員会があり、31 年度総会

にむけての話し合いがありました。（理事 出口 なほ子） 

あいち海上の森フォーラム 

去る 11 月 11 日にウインクあいちに於いて、第２回あ

いち海上の森フォーラムを開催しました。テーマは「人と

自然の共生を、より広く、より深く！理解するために」で

した。 

県下で自然との共生に関する活動をしている４団体の

活動報告と、基調講演、意見交換会を行い、多くの方に参

加いただきました。 

特に基調講演では「気候変動への賢い適応～雨庭と「和

の花」を考える」と題して、京都大学名誉教授の森本幸裕

先生から、グリーンインフラの

考え方や「柳に風型」の取組み事

例の発表があり、興味深く聞き

また考えさせられました。 ６

月には第３回の総会を計画して

おり、今年度も 11月にフォーラ

ムを開催します。是非入会とご

参加をお願いします。第２回の

報告書は少し予備があります。【希望の方はカンパで】 

（浦井 巧） 

地域発！関連団体の紹介  

 

瀨戸椿の会 

瀬戸市の花は「椿」です。市制５０周年（昭和 54 年）

記念し「市の花」として制定されました。当初は「椿」が

「市の花」としての認知度が低く、2006年（平成 18年）

に「瀬戸市を日本一の椿の街にしよう！」をスローガン

に、瀬戸盆栽会が中心になり「瀬戸椿の会」が発足いたし

ました。 

本会は瀬戸市の花「椿」を介して、多くの組織や団体と

のコラボレーションを図り、新しい文化を育み、市内各所

に「椿」を植えて、市内外から多くの見学者を招き、街の

活性化を図ることを目的としています。 

当初より市の各種イベント等で椿苗の無料配布、各所

に椿の成木を植樹する等の活動をし、2008年市内品野町

に 2650㎡（約 800坪）の土地に「瀬戸つばきの里」を開

園、250種 300本を植樹、現在は木も大きくなり、開花期

には市内外から多数来園されています。 

その後、瀬戸市赤津雲興寺前、凧山町の山林（名古屋鉄

道所有）33,000㎡（約１万坪）を借り受け、二年かけて

荒れた山林を整備、当初は 500 種、1.500 本の椿を植樹

「瀬戸赤津・凧山つばきの森」として平成 24年３月４日

にオープン、瀬戸市長、市の要人、来場者 600 人を迎え

華々しい開園式となりました。（現在では 500種、約 4.500

本植樹され拡大しています） 

「凧山つばきの森」では毎年「椿」の開花期に合わせて

趣向を凝らしたイベント「椿まつり」を開催しており、今

年は７年目を迎え３月 23,24日盛大に行いました。 

「凧山つばきの森」の園内は四季を通じて楽しんで頂

けるよう、椿の他アジサイ、ササユリ、カタクリ、山野草

などを育て、また彫刻、陶器のオブジェを展示し「ギャラ

リー遊々」として、花木と芸術が融合した魅力ある憩いの

場所として認知度も上がり、現在では年間１万人以上の

来場者があります。 

この他、毎年行われる「新春いけばな展&新春茶会」に

「つばき展」として協賛し、市の花「椿」を広く知って頂

く為の活動は皆様から好評を頂いております。 

又、他県の椿を愛する団体と交流する中で、それぞれの

椿園を訪問する等、親交を深めています。 

是非一度、「瀬戸赤津・凧山つばきの森」にお越しくだ

さい。会員一同お待ちしています。 

現在会員数   個人 190名・法人８団体 

瀨戸椿の会 副会長 森井 邦生 



 

 

      

 

 

                                 コケ愛好家 のだ ふみ 
『こけ散歩 』という言葉から 、何を想像するでしょうか？ 閑静な苔寺や、園芸店に並ぶ可愛らしい苔玉。 ま

たコケ観察で有名な奥入瀬、屋久島、八ヶ岳など、様々な印象をお持ちのことでしょう。しかし、わざわざ遠く

まで出掛けなくても、この海上の森で多くのコケに出会えるのです。コケ散歩『初級編』は、コケ目になること

からスタート！ 

コケ植物は、蘚類 (せんるい)、苔類 (たいるい)、ツノゴケ類 に分けられます。先ずは、小さなコケ植物の中

でも比較的サイズの大きい蘚類から、見つけてみましょう。また、コケ観察会などに参加することをおすすめし

ます。 

 

 

 

海上の森で観察できる蘚類の画像です。コケ植物は、根がないため、仮根(かこん)でしがみつくように地面だ

けでなく樹幹、枝、石や岩で生育します。日当たりの良い場所から半日陰、日陰など、好む場所が種により様々

です。とても小さな植物のため、識別が難しいですが、ルーペで覗くと、このように美しく輝

いています。 膝をついてじっくり、海上の森のコケ散歩を楽しみましょう。次回は、中級編『苔

類 (たいるい)』です。お楽しみに。  

『苔むす会』https://kokemusukai.jimdofree.com/               

ミノゴケ ナミガタタチゴケ ケギボウシゴケ 

エゾスナゴケ タマゴケ コバノチョウチンゴケ 

コスギゴケ オオミズゴケ ヒノキゴケ 

 

5 



グループ活動報告 
 

6 

 

青空に輝くマンサク 

 

エサを探すソウシチョウとアオジ 

 

シイタケ菌打ち 

 

田の耕耘 

 

自然調査グループ                                                                                                                                

今年は屋戸湿地

を含むコースの調

査が３年目となり

ます。冬季は草花

も樹木の花も少な

く、昆虫も見当た

りません。しかし、

マンサクは１月下

旬に開花し、２月

に満開となり、冬

の青空をバックに

黄色い花が輝いて

います。散策する

人が少ないので道

の上で餌をついば

んでいるソウシチ

ョウ、アオジに出会うことがあります。このような

景色、出会いが調査の楽しみでもあります。 

屋戸湿地のハルリンドウの花芽は昨年よりも少な

くて今年の花数はどうでしょうか？湿地へのイノシ

シの侵入、ササの侵入、オオミズゴケの繫茂、など

心配なことがあります。昨秋に草刈りしたスミレサ

イシン保護地では例年より半月程早く３月初旬に開

花しました。 

これから暖かくなり、どんな綺麗な花、景色が見

られるか楽しみにして今年も調査を続けます。森の

会の皆さんも一度参加しませんか。 

   （グループリーダー 曽我部 紀夫） 

 

里づくりグループ・耕地管理 

１月・２月・３月は 31年度「里と森の教室」開催

に備えて田畑の耕耘等の活動をしました。 

 1 月は、７畝の

田・弘法堂前上の

田・下田の田(一番面

積の広い)の耕耘を

行いました。カルビ

ーとの企業連携でサ

ツマイモの植え付け

を予定している休耕

田を耕耘して畑にしました。畑の方では、スイカ植

え付け用の苗床を作りました。またシイタケ菌打ち

用のホダ木の収集を行いました。ホダ木は、台風に

より倒れた倒木です。 

２月は、ジャガイ

モ植付け用耕作畑の

耕耘とタマネギ畑の

草取り、追肥を行い

ました。また柿の

木の剪定を行いま

した。 

３月は、下田の田

(２ケ所)・弘法堂前

下の田と耕作畑(２

ケ所)の耕耘を行い

ました。畑ではジャ

ガイモの植え付けを

行いました。ジャガ

イモの品種は、キタ

アカリとメークイン

です。またシイタケ

の菌打ち、ログハウ

スの肥料・農具置き

場の改築工事を行い

ました。肥料・農具

置き場がスッキリとしました。この他に耕地管理と

して年間を通じて耕作畑・耕作畑周辺・休耕田・田

の畦周りの草刈り等の作業をしています。 

（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 

新しい年を迎え活動日初日、男性 14名、女性６名

出席。県センター澤田所長代理より伐木等の作業に

おける労働災害発生状況および安全衛生の一部規制

の改正の説明を受けました。万全の注意を払い安全

に心掛けていきます。その後山の神様へ御神酒を奉

献伐採道具類等安全祈願しました。今回は、海上の

森「健全化 10年プロジェクト」の計画に沿ってまず

間伐除伐物見山山頂のベンチ用材料の切り出しを実

行、女性グループの檜の皮削き作業の見事な活躍に

よりスムーズに完了し驚喜。山頂を訪れた人達に大

きな喜びを与えることと楽しみです。次回活動日は

製材小屋上の桑の木伐倒、枝打ち、玉切りを予定。

倒木危険個所として処理したいと思っています。 

     （グループリーダー 阿部 与佐雄） 

 

 

企業連携でのサツマイモ畑の耕耘 

スイカ植え付けの苗床作り 
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森づくりグループ・木工芸教室  

二人そろって大作完成間近！ 

今回は開校以来６年間、常にペアで参加の美濃羽さ

んにインタビューです。 

―入会のキッカケは？「山や森、特に木に興味があ

り、ここの森を散策の折立寄った１F 展示室の作品が

目に留まり、“これだー”と即入会を決意！」 

―木工芸への想いは？「森の恵みが人の手により、

かくも美しく形を変えるのに魅せられます。木の種類

により風合いが変化

するのが興味深い。」 

―教室に対する感

想は？「外回りの自

然環境が心地よい。

昼食後の散策がとて

も楽しい。」 

           （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・どんど焼き 

1月 12日（土）里山サテライトにて、毎年恒例の 

「どんど焼きと里の正

月二日のとろろ汁」 

を行いました。 

参加者は 29名、うち

会員が 18名でした。 

お天気にも恵まれ、

さほど寒さも厳しくない中で、年末に建てた門松を

くずし、各自持ち寄った正月飾りも焼き、どんど焼

きを行いました。最近の子供さんは火を触ることが

ないので参加してくれた子供たちが大いに喜び、火

の番をしてくれまし

た。 

料理もいろいろで

す。もちろん、とろ

ろもみなさんが、頑

張って擂ってくれて 

おいしくいただけま

した。ありがとうご

ざいました。 

サテライトにお供

えしてあった大鏡餅

も、必死で切り分け 

おいしいぜんざいになりました。 

今年の無病息災を祈りながら、里の恵みに感謝し

てみんなでいただく里の正月は、なんと贅沢なこと

であろうと思った正月でした。 

（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   

四季のイベント・里のひな祭り 

２月 19 日（火）「里のおひな様」を飾りました。

何度やってもバタバタと箱から人形を出したり緋も

うせんを広げたり、「ああでもない、こうでもない」

と本当に楽しく､くだらない話をしながらの、午後の

ひとときでした。 

もう 1つ、お知らせは３月２日名誉センター長の

マリ クリスティーヌさんが、お客様共ども森セン

ターへみえ、お客様と一緒に里も見に行かれるとい

うことを知り、丁度今、サテライトには「おひな様」

が飾ってあるのでどうぞ、と言っておきした。 

余分なことではありますが、おひな様に「おこし

もち」を作って、おもてなしをしようかなと思いつ

き、メンバーさんには迷惑をおかけしましたが、お

客様皆様が大変喜んでいただき、地元へ帰って「お

こしもち」を作ってみようと言われ、「型」を写真に

撮りお帰りになりました。大変でしたが、楽しい１

日でした。マリさんが SNSで、世界へ発信して下さ

ったかな。見た方お知らせ下さい。 

３月 23日には「里のイベント・おひな様」を行い

ました。一般参加

者、ことにお子様

の参加がなかった

ことは残念でした

が、男衆が慣れな

い手つきで「おこ

しもち」を作る光

景は例年なら見られない、微笑ましいものでした。 

（グループリーダー 出口 なほ子） 

                    

里山文化グループ・サテライト管理 

サテライトの鍵開けを年末年始を除き毎朝行って

おります。時々、道沿いでの倒木を見つけることも

あり、その除去をセンターにお願いもしております。

寒い冬は訪れる人は少ないですが暖かくなってきま

すと、ハイカーも増加してきます。会員のみな様も

何か異常がありましたら､森の会事務所または森セ

ンターへお知らせ下さい。 

（グループリーダー 出口 なほ子） 
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海上の森の会 活動予定   2019 年 5 月～8 月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 担 当 

5 

自然環境調査 2,9,16,23,30 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

森林づくり (間伐作業) 4(土),7(火),18(土),21(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

耕地管理（野菜の植付、世話 代掻き） 8,15,22,29 各水曜 25（土） 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室(イモ植付、田植え) 19,26(日) 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

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

★木工芸教室 (作品製作) 15,22 各水曜 26(日) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

全体活動日 25(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 25(土) 12:00～13:30 協働推進室 理事長 

第 10回通常総会 11（土） 10:00～12:00 センター研修室 事務局 

6 

自然環境調査 6,13,20,27 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

森林づくり (間伐作業) 1(土),4(火),15(土),18(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

耕地管理（草取り、野菜の世話） 5,12,19,26 各水曜 22(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,野菜の世話) 23(日) 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

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

★木工芸教室 (作品製作) 5(水),9(日) ,19(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント・ホタル鑑賞会 15(土) 18:00～21:00 里山サテライト 里山文化 

全体活動日 ダンロップのほだ木づくり 22(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 22(土) 12:00～13:30 協働推進室 理事長 

7 

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 

森林づくり （間伐作業） 6(土),9(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

耕地管理（草取り、野菜の世話,畑耕耘） 3,10,17 各水曜 27(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,野菜の世話) 21(日) 10:00～15:00 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 28(日) 9:30～12:30 海上の森センター 自然調査 

★自然ウォッチング 申込不要 7(日) 9:30～14:30 入口駐車場 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 27(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 27(土) 12:00～13:30 協働推進室 理事長 

8 

自然環境調査 1.8,15,22,29 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

耕地管理（草取り、畑耕耘、種まき） 7,14,28 各水曜 24(土) 9:00～12:00 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) 25(日) 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

★自然ウォッチング 申込不要 4(日) 9:30～14:30 入口 P 自然調査 

★木工芸教室 (作品製作) 25(日) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

全体活動日 31(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 31(土) 12:00～13:30 協働推進室 理事長 

 

※海上の森センター主催 一般公募行事  詳細はチラシ参照 申込先 海上の森の会  

   ・里と森の教室は全 9 回セットです 

★会員外参加可能行事  詳細はチラシ参照で確認頂くか、事務局にお問い合わせ下さい。

 

Home Page   /   ｆａｃ

ｅｂｏｏｋ 

 

年会費（４月～翌３月） １口 1,000 円 

郵便振込 00820-6―185628 

特定非営利活動法人  海上の森の会 

 

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 

海上の森の会 検索☚ 

 

４月から事務局業務時間が午前9時より午後１時までになりました。ご注意下さい。 

 


