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あいち海上の森フォーラムに参加して 

2019 年 11 月 10 日（日）第３回あいち海上の森フ

ォーラム 2019 に参加をしてきました。愛・地球博が

閉幕し継承事業として平成 19 年から平成 26 年の 10

年にわたり「人と自然の共生国際フォーラム」の取組

が積み上げられました。これを継承し、マリ クリス

ティーヌ氏を会長、浦井巧氏を事務局長としてあい

ち海上の森フォーラム実行委員会が設立されました。

今回の第３回のフォ―ラムは「SDGs（持続可能な開発

目標）に関するシンポジウム」と題して開催され、パ

ネリストとして公益財団法人世界自然保護基金ジャ

パン自然保護室政策担当 草刈秀紀氏、東京大学未来

ビジョン研究センター教授 高村ゆかり氏、MS&AD イ

ンターリスク総研（株）サステナビリティ G 主席コ

ンサルタント 原口誠氏、ビオトープ・ネットワーク

中部会長 長谷川明子氏などが招かれ、様々な立場か

ら幅広い視点で話題提供されました。   

 さて SDGs とは何でしょう。皆さんは解るでしょう

か。私はどうもしっくりきません。2015 年に採択さ

れ 2030 年までに達成する目標だと言われています。

そのための 17 のゴール（目標）とそれぞれの下に具

体的な 169 項目のターゲット（達成基準）があるとさ

れています。それぞれを見てみるとあまりに壮大で

ピンときません。では、我々の活動がこのうちどのゴ

ールとターゲットに関連付けられるか考えてみまし

ょう。17 のゴールの中で 13 には「気候変動には具体

的な対策を」、15 には「陸の豊かさを守ろう」と掲げ

られています。これはどうも我々の活動に関係があ

りそうです。さらにその下の達成基準を見ていると、

13.3 では「気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早

期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を

改善する」とされています。これは森づくり G の活

動が関連しています。15.4では「2030 年までに持続

可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の

能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系

の保全を確実に行う」、さらに 15.5 では「自然生息地

の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020 年

までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するため

の緊急かつ意味のある対策を講じる」とされていま

す。これは自然調査 G の「スミレサイシンの保全、屋

戸湿地の保全活動」がまさに該当します。その他、先

日初めて里の G で取り組んだ「こども食堂への米の

寄贈」も広義に考えれば目標２の「飢餓を０に」の取

り組みと言えます。最近よく目にする「SDGs」も、当

会は 10 年以上も前から取り組んでいます。前号でも

述べましたが、誇りを持って活動しようではありま

せんか。       (理事長 石川 明博) 

 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 

海上のゴミ今昔 山の会「くらら」の取組み(課題)  

山の会「くらら」は愛知県勤労者山岳連盟（労山）に所

属する団体で 1996年に発足しました。 

登山活動は里山から 3,000mを超す山をテント山行、縦

走、雪山、クライミングと幅広く行い、2019年現在 69名

が在籍しています。 

自然保護活動としては、毎年「日本の美しい自然を守り

育てよう」をスローガンに、春季は三重県の仲間と合同で

「鈴鹿山系清掃登山」を 47回実施し、多くのゴミを収集

しています。 

秋季は愛知県内の低山里山において清掃活動を開催し、

ハイキング仲間や一般の市民の皆さんと活動しておりま

す。山の会「くらら」では愛知万博の終了した平成 17年

から愛知万博の会場であった瀬戸市の「海上の森」にて清

掃活動を継続実施してきました。 

        〈1～15回のゴミ回収量〉 

15年間の活動にあたって、ゴミ回収量 500㎏以上が過

去４回ありますが、大部分が車両通行可能道路（過去）脇

で回収した不燃ごみ（不法投棄のタイヤ、陶器類、ビン、

缶類）です。また活動当初はコース道路脇でのハイカーが

放棄したペットボトル、ビニール袋等も多数在りました。

最近ではコース脇の（ポイ捨て）ゴミは殆ど無くなり、駐

車場付近でのゴミ回収が大半を占めています。2018年の

250㎏ゴミについては、旧車道下の川から古タイヤ 17本

回収が含まれています。 

近頃の「海上の森清掃ハイク」では、小学生や小学生以

下の子供達の参加も多くなり自然にふれあいながら楽し

く駆け回り元気な力をいただいております。 

近年は海上の森内の各コース上ではゴミが無くなり、

ハイカーのポイ捨てゴミの抑制にもつながっています。

清掃活動を継続することで、山岳会員と一般参加者、行政

（市民）に自然保護の大切さをアピールし、皆で海上の森

を守って次世代に自然豊かな森を受け継ぐ事が出来れば

と思います。（山の会「くらら」 自然保護部 吉田 則和） 

 

９月～12月・企業連携 

10月５日（土）カルビー（株） 

 ５月 25 日に植えて、７月の 20 日に草取りをして成長

を楽しみにしてきた

サツマイモの収穫で

した。参加者 19 人、

収穫量は紅はるかが

60キロ・紅あづまが76

キロでした。 

11月 28日（土）ＴＢエンジニアリング 

 間伐指導 参加者 20人、指導者１名（大澤 秀文）。 

11 月９日（土）トー

マツ 

 間伐指導 参加者

17 人、リース作り・

焼き芋 参加者 26

人、計 43名。 

11月 30日（土）カルビー（株） 

 間伐指導 参加者 14名。リース作り・焼き芋 参加者

７名、計 21名。10月５日に収穫したサツマイモを焼いて

お昼に皆さんで食べました。子供さんが多かったのでと

ても喜んでいました。    （事務局 中元 恵子） 

 

☆会の記録 

令和元年度５月推進会議（５月 25日)  

・ダンロップの作業分担と作業手順を決めた。 

・里と森の教室の収穫物に余剰分が出た場合、こども食

堂に寄付することが了承された。 

７月推進会議（７月 27日)  

・こども食堂の米の担当者が出口なほ子氏に決まった。 

・10 月 12 日にパルティ瀨戸で行なわれる交流フェスタ

に、ブースと体験コーナーで「むかし遊び」を出すことに

なった。 

・弘法堂近くの田畑で、センターと相談しながら試験的

にレンゲ畑を作ることになった。 

８月推進会議（８月 24日)  

・里と森の教室の余剰米を「せとまんぷくこども食堂」

（瀬戸市）、「瀬戸市社会福祉協議会子ども食堂」「パーク

サイド食堂」（尾張旭市）にそれぞれモチ米 10 ㎏・ウル

回 年 参加人数 山岳会 ワンゲル 一般参加 ゴミ量　㎏

1 2005 58 39 19 215.0

2 2006 54 44 10 121.0

3 2007 58 54 4 274.0

4 2008 88 51 28 9 747.0

5 2009 182 87 21 74 2560.0

6 2010 144 77 26 41 1919.0

7 2011 182 112 22 48 834.0

8 2012 131 95 36 46.0

9 2013 82 79 3 16.4

10 2014 87 87 0 31.5

11 2015 104 94 10 63.3

12 2016 91 60 31 49.8

13 2017 73 48 25 77.0

14 2018 79 55 24 250.1

15 2019 120 80 40 41.2
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チ米５㎏を寄贈した。野菜の寄贈では担当者が後藤丈太

郎氏、堀圭子氏に決まった。 

・交流フェスタではブース担当が石川明博氏と中元恵子

氏、昔遊びが出口なほ子氏に決まった。 

・異常気象を含む災害時の行事中止の判断基準はグルー

プによって事情が異なるため、森の会としての基準を決

めることはできないが、グループごとの基準を確認した。 

９月推進会議（９月 27日)  

・里と森の教室の収穫物のうち、畑作物に余剰が出た場

合の寄贈先と寄贈量は担当者の後藤丈太郎氏、堀圭子氏

に任せることが決まった。 

・里ラボ収穫祭は 11 月 23 日に決まった。物品の販売は

認められず、クラフト体験経費として代金(上限は300円)

を受取る形になった。 

10月推進会議（10月 26日)  

・交流フェスタは台風のため中止となった。 

・10月５日に弘法堂南の畑にレンゲの種をまき、９日に

は下の田に２回目の種まきをした。   （編集担当） 

全体活動日 

８月：24日(土)、里の草刈り、参加者９名。 

９月：28日(土)、稲刈り・稲架掛け、参加者 12名。    

10月：26日(土)、サツマイモ掘り・草刈り、参加者７名。 

11月：収穫感謝祭の準備などで中止。 

12月：14日(土)、里の水路整備、参加者３名。 

 (里づくりグループ 原田 幹雄) 

 

☆他団体との交流 

海上の森運営協議会 

令和元年度第１回海上の森運営協議会が９月18日あい

ち海上の森センターにて開催されました。前委員の調査

グループ曽我部紀夫氏の退任に伴い、私こと石川に委員

の依頼があり委嘱されました。冒頭にセンター長栗田悟

氏の挨拶の後、名古屋大学教授高野雅夫氏が座長に互選

され会議が開始されました。報告事項として今年度の森

の保全活用事業の取り組み状況、森の自然環境保全地域

維持管理事業について報告されました。当会の関わりの

ある保全活用事業として里と森の教室、調査学習会、企業

連携などが挙げられ、維持管理事業としてはシデコブシ、

スミレサイシン、湿地、ギフチョウ等の保全などに当会が

関わっています。協議事項としては「海上の森保全活用計

画 2025」の進捗管理について意見交換されました。提示

された資料について「この資料は PDCAの概念にて作成さ

れているが、C（Check）と A（Action）の欄に空欄が目立

つのであまり意味がないのではないか」との意見があり

今後の検討となりました。  （理事長 石川 明博） 

せと環境塾運営協議会  

瀬戸市環境課が主催する令和元年第１回せと環境塾運

営協議会が８団体の出席のもと８月28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（事務局 瀬戸市環境課）は瀬戸

市で環境に関する活動をしている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年度後期講座の実施結果の報告」

と「令和元年年度後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。 

海上の森の会として平成30年度後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（正月準備、どんど焼き、ひな祭り）、

自然ウォッチング、木工芸教室 

の実施日、参加者数などの報告を行ないました。 

令和元年度後期認定講座（10月～３月）として、 

 前年度同様に四季のイベント、自然ウォッチング、木工 

 芸教室 

が登録され、10月の瀬戸広報に掲載されました。 

（自然調査グループ 曽我部 紀夫） 

あいちサトラボ里山開拓団 

 モリコロパークにあるあいちサトラボ里山開拓団から

今年もお誘いがあり、11 月 23 日の収穫祭にブース出店

してきました。かつての同じ万博会場で現在活動してい

る団体ということで、あいち海上の森センターを通じて

この話を頂き、今回で２回目の出展になります。他は県の

各地公園などで活動している団体等14の団体が参加協力

しています。主催者は餅つき体験、サツマイモ掘り体験や

いも煮などが提供さ

れ、他の団体では種々

のクラフト体験や自然

観察がおこなわれてい

ました。当会はあいち

海上の森センターと共

に 12名のスタッフ（森づくり、里のグループ等）でパネ

ル展示、焼き芋体験、リースづくり、ペン立て、ヒノキの

輪切り、おもちゃカボチャのクラフト、スエ―デントーチ

など８種類の体験を提供し、延べ 150 名以上の来訪があ

りスタッフともども大変楽しく活動ができました。 

                  (石川 明博) 
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あいち海上の森フォーラム 

去る 11 月 10 日ウインクあいちで、第３回あいち海上

の森フォーラム「ＳＤＧｓに関するシンポジウム」を開催

しました。 

 テーマは、「ＳＤＧｓにおける生物多様性・生態系保全」

で４名のパネリストの話題提供とパネルディスカッショ

ンを行いました。 

 ＳＤＧｓとは、2015年 9月の国連サミットで採択され

た「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に記載さ

れた 2016 年から 2030 年までの国際目標です。持続可能

な世界を実現するための 17のゴール・169のターゲット

から構成され，地球上の誰一人として取り残さない

（leave no one behind）ことを誓っています。 

 シンポジウムでは、自然保護の専門家や学識者、企業、

市民の立場など幅広い視点から報告と議論がされました。

特に、Ｓ

ＤＧｓの

ウェディ

ングケー

キについ

て多くの

解説がさ

れました。 

ＳＤＧｓのウェディングケーキ 

 このケーキの土台となっている自然資本が、図では大

きく表示されていますが、最も脆弱で、関わる人も少なく

危機的な状況であるとの報告は印象的でした。また、私た

ちにできる身近な取り組みとして、エコラベル製品を使

おうとの呼びかけも

ありました。 

 参加された方は、そ

れぞれ自分事として

ＳＤＧｓについて考

えるきっかけになっ

たと思います。 

今 後 も

こうした

課題をフ

ォーラム

で取り組

んでいき

たいと考えております。皆様のご参加をお願いします。   

（あいち海上の森フォーラム実行委員会事務局長 浦井 巧）  

地域発！関連団体の紹介 

 

せと・まんぷくこども食堂 

キラキラ輝く笑顔！ここに集まる子どもたち、ボラン

ティアの大人たち、みんなが活き活き過ごす場所が、私た

ちが運営する「まんぷくこどもカフェ」です。そしていつ

も思うのは私たちを支えてくれる支援者の皆さんのサポ

ートです。子どもたち、ボランティアスタッフ、支援者の

皆さん、そのパワーが融合している場所が「まんぷくこど

もカフェ」です。 

私たちの理念は、子どもたちの孤食を無くすこと、居場

所を作ること、この二つです。この理念にかなうことは何

でもチャレンジしたい、仲間になってほしい、そんな思い

でいっぱいです。 

子どもの孤食、居場所の不足が社会問題として取り上

げられることが目立ってきた中、その解決のために民間

ではじまった「子ども食堂」。2016年初め、「地元の子ど

もたちのために実現したい!」そんな想いをもった市民が

集まり「せと・まんぷくこども食堂」は設立されました。

おしゃれなネーミングにと「まんぷくこどもカフェ」、菱

野団地で活動を開始しました。 

現在のメンバーは、約 20人。主に地元住民、大学生で

構成されています。ずばり人手不足です。運営の元手は、

子どもたち、お客様のお支払い、地元からの寄付（お金、

食材）です。できたばかりの頃は、スタッフも多く、寄付

も多方面からありましたが、今はそれぞれ低調です。しか

しスタッフの熱い想いはますます盛ん‼今年からボード

ゲームグループ STI さんがメンバーに加わり、新たな展

開の予感！ワクワクです！ 

＊まんぷくこどもカフェ営業 

場所：菱野団地・菱野ウイングビル「さるなかとんな toto」

お食事、「まごころ」子どもたちの遊び場 

開催：毎月第３土曜日、５月～10月は夕食 17時～、11月

～３月はランチ 12時～（４月、８月はお休み） 

開店：1時間前からワクワクタイム、ボードゲームグルー

プ STI のゲーム会。子ども、大人、みんなで楽しめるゲ

ームが 30種類以上あります。 

＊支援・寄付・ボランティアの受付 

銀座通り商店街「プラザせとっこ」定休日：火・水 

営業時間 10時～16時。☎0561-65-3922 

ぜひ一度「まんぷく子どもカフェ」に足を運んでくださ

い。そして可能であればお力を貸してください。 

            （代表：眞野 勲） 
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コケ愛好家  のだ ふみ 

 

今回は、『自然環境に耐え、力強くも 健気なコケの生き方』についてのお話しです。コケは葉緑体を持ち、光

合成をしてエネルギーを作る植物です。地球が 46億年前にでき 40億年ほど前には、最初の生物が海のなかで誕

生します。陸上では紫外線が強く生物が生きられなかったからだと言われています。32億年ほど前には、海のな

かで光合成をする生物の祖先が生まれて、酸素が大気中に溢れはじめ、10億年前になって、やっと植物に近い藻

類が誕生したそうです。次第に酸素が増えオゾン層ができ、紫外線が和らぐことで陸上での生存が可能になりま

した。そして、さらに様々な適応を繰返し、４億５千年前になって陸上での生活が可能になった植物にもっとも

近いのが「コケ」だと言われています 。(下記図: ＊陸上植物の進化  八木直人 参照) 

陸上に上がったコケの仲間には維管束を持ち 土から水分や栄養を吸収できるように進化したシダ類や、さら

に花粉を利用して受精できる種子植物へと試行錯誤を繰り返していきます。コケ植物には、維管束も乾燥から身

を守る機能も選択せず、頑固にも あるがままの機能で生きていくため、体を小さく、より多くの水分をえるた

め 皆で寄り添い、受精後は、少しでも遠くに胞子を飛ばすべく、蒴
さく

柄
へい

を長く伸ばします。自然環境をあるがま

ま受け入れ 気の遠くなるような年月を、たくましく生き抜いてきた コケ植物たち。健気というか、頑固という

か…。とはいえ、種によって、生育エリアには、好みがあって「高山」「里山」「水辺」など環境にあわせて さ

まざまです。なかには、酸性の水中が好きなコケ 石灰岩が好きなコケ そして驚くことに 糞が大好きなコケま

で…。ひとつひとつの造形美、鮮やかで透き通る色、時には寄り添い、時には攻めぎあう… その生き方に共感

し 魅了され続けてしまいます。小さな体に 未来の地球を救う力を感じる今日この頃です。                         

 

『苔むす会』https://kokemusukai.jimdofree.com/ 
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自然調査グループ                                                                                                                                

新入会員が６名加入し、体調等による退会者の補

充が順調にできておりグループの活動継続に明るい

材料となりました。 

生物季節調査（毎週木曜日実施） 

９月～12月の間、湿地コース、従来コースとも幸

いにも雨天で中止になることもなく実施することが

できました。 

保全活動（スミレサイシン、屋戸湿地） 

10 月 10 日に絶滅危惧種スミレサイシン生育地で

例年実施している草刈り等の保全活動を行いました。

11 月 14 日に屋戸湿地において例年実施している草

刈りなどの保全活動

を行いました。今回

は県の環境課、名工

大増田教授及び学生

と共同で作業を行い

ました。 

ツアー  

９月 26 日に大阪のシニア自然大学校の植物科の

皆さんが海上の森に訪れスタッフ４名で案内しまし

た。楽しく観察していただき、海上の森の植物の種

類の多さに感銘を受けていかれました。 

自然ウォッチング  

９月１日、10 月６日、11 月３日、12 月１日の第

１日曜日に一般市民対象に行いました。10月６日は

海上の森フォーラムとの協働事業として開催しまし

た。     （グループリーダー 石川 明博） 

 

里づくりグループ・里と森の教室 

暑い、暑い、寒い、寒いと言ってる間に今年も早

12月になりました。月日の過ぎるのは、本当に早い

ものだと感じているのは、私だけでしょうか?それは

さておき５月から始まった「里と森の教室」は、８

回を終え、あと 1回となりました。 

第５回８月 25日。参加者 33名・15家族、スタッ

フ 16名。ダイコン、ニンジンの種蒔きをしました。 

参加者に畝作りもして頂きました。前日に雨が降り、

畑はぬかるんでおり足を取られながらも頑張って作

って頂きました。畝はダイコン５畝、ニンジン２畝

です。 

第６回９月 29日。参加者 40名・19家族、スタッ

フ 15名。秋の一大イベントである稲刈り・稲架掛け

を行いました。参加者の頑張りにより午前中に終わ

りました。午後はサツマイ

モ畑とニンジン畑の草取り

をしました。 

第７回 10月６日。参加者

43 名・19 家族、スタッフ

16名。午前は、サツマイモ

掘りをしました。掘る度に

サツマイモの大きい芋小さ

い芋と色々な顔が出てきて

一喜一憂していました。午

後はセンターの澤田所長代

理の協力により間伐体験を

しました。 

第８回 11月 10日。参加

者 37 名・18 家族、スタッ

フ 14名。午前は、燻炭作り・サトイモ掘りをしまし

た。またサトイモの種芋の保存もしました。昼食は

今年収穫した新米と柿を食べて頂きました。また燻

炭作りの際、サツマイモの焼き芋を作り食べて頂き

ました。午後はタマネギ苗の植え付けをしました。

畝作り、マルチ張りも参加者で行いました。 

一つ残念なことは、10 月 12 日に自主活動として

予定していた稲の脱穀が、台風の影響で中止となり、

皆さんに体験して頂く事が出来なかったことです。 

           (リーダー 原田 幹雄) 

 

森づくりグループ・森林（もり）づくり 

あいち森と緑づくり事業にて実施(10 年計画の３

年目)の通称“5.66ha ゾーン”の除伐・間伐の進捗

は図の様であり、約９割の除伐と約４割の間伐が完

了し、うっそうとしていた森が随分明るくなってき

ました。今期(９～12 月)は 10 回、延べ 106 名で行

いました。 

除伐、間伐の進捗状況 

また、企業連携活動についても TBエンジニアリン

グ、トーマツおよびカルビーによる間伐研修(延べ指

サツマイモ掘り 

稲刈り 
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導員７名、参加者 84名)を行いました。 

それ以外に今期は以下の２件の活動も行いました。 

１）下田からの進入路の木橋の架け替え 

下田から森への進入やシ

イタケ採取のための進入路

の木橋が老朽化し危険にな

ったため、架け替えを実施

しました。  

２）イノシシ防御柵の設置   

今年６月に弘法堂前

の草むらに住み着いて

いたイノシシを、草を

刈り取ることで追い出

しましたが、５ヶ月後

には草が生えイノシシ

の再侵入のおそれが生 

じてきました。そこで、草むらの周りにイノシシの

防御柵を設置しました。 

《 森づくりグループの女性達 》 

現在、男社会の森づくりグループにあっては 19

人のメンバーの内なんと３割の６人が女性です。そ

こで、６人の森女に森づくりグループへの入会の動

機や活動の魅力を書いてもらいました。３回に分け

て掲載します。今回は以下の２人です。 

●長谷川さん(活動歴 12年) 

入会の動機は樹木に関わる作業をしたかったから

です。活動の魅力は森の香りに癒されながら間伐す

ることで、空が広がり森が整っ

ていくのが楽しいところです。

その結果、数年後にコアジサイ

の群生が発生したのは森からの

ご褒美だと思っています。皆さ

んも是非ご覧になって下さい。 

●森川さん(活動歴２年) 

友人との海上の森の散策で木

工芸教室に出会い、入会させて

いただきました。作品制作を通

して木のことや森のことを知り

たくて、翌年から森づくりの活

動にも参加。最初は何もわから

ないまま除伐・間伐をしていましたが、四季を経験

して、前年に間伐した切り株に苔が生えて行く様子

や花数を増やしていくコアジサイに感激。 

（グループリーダー代理 杉浦 元保） 

森づくりグループ・木工芸教室  

森の会・会報展示ポール完成！ 

台風で倒木した大径のヒノ

キで会報展示ポールを作りま

した。側面をチェンソーで大

きな窓を開け、会報を設置で

きる形としました。ポールの

頂上にはこの森の間伐作業中

に見つけたソヨゴの樹の連理

枝を据え付けました。これは

別々の樹の枝が途中で連結し

たとても珍しいモノです。このポールの設置場所は

センターと相談して決めていく予定です。 

（リーダー  布目 勝） 

 

里山文化グループ・里のくらし 収穫祭 

11 月 24 日の収穫祭は、１週間前より雨の心配で

明け暮れておりました。一日、一日、天気予報が変

動し続けて、前日の準備の段階で、雨の心配がなく

なり「ホッ」としました。 

今にして思えば、まだまだ暖かくて準備も楽しく

出来ました。昨年よりお餅の「おみやげ」をやめ、

参加者全員が「お腹一杯」食べて終了としましたの

で、皆さん充分食べていただ

けたことと思います。参加者

も少なめでお餅の持ち帰りも

少しできました。皆さん喜ん

でお帰りになりました。 

後片づけも３時頃、予定通りで、反省会も出来て

明るい時間に帰路につきました。 

サテライト維持管理 

庭の草取りは年間を通じ、大変な１年でした。雨

が多く、草の伸び方は尋常ではありませんでした。

一雨ごとに 10 ㎝位伸びてたようで草取りをしてい

ないような気分でした。 

昨年破れにくい高い障子紙を買ったお蔭で、今年

は廊下の３か所「ポツン」「ポツン」と穴あき状態の

箇所を「はり紙」だけで済ませ、今年の里と森の教

室のサテライト室内の障子張り替えはみあわせて、

ガラス拭きと床掃きだけをお願いしました。しかし、

当日部屋の「上がり端」の障子が何か所か大きく破

れていました。どうしてこういうことになるでしょ

うか。「公共のものは、大事に使用してください」。 

（グループリーダー 出口 なほ子） 

 

 

 

  

 

木橋の架け替え 

 
草刈り当時と５ヶ月後 
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海上の森の会 活動予定   2020 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・生物季節調査 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（燻炭作り,水田・畑の耕耘、 
     ホダ木の収集・柿畑の整備） 

8（水）,15(水).25（土） 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★木工芸教室 (作品製作) 12(日),15(水) ,22(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント・どんど焼き 11(土) 10:00～14:30 里山サテライト 里山文化 

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 

2 

自然環境調査・生物季節調査 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（畑の溝さらえ,草取りなど、 
     水路整備） 

5（水）,12(水).22(土) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★木工芸教室 (作品製作) 2(日),5(水) ,19(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

全体活動日  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 

3 

自然環境調査・生物季節調査 5,12,19,26 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） 7(土),10(火) ,21(土),24(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

耕地管理（畑耕耘,水路整備など） 4（水）,11(水) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

★木工芸教室 (作品製作) 4(水),8(日) ,18(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント・里のひな祭り 28(土)  9:00～14:00 里山サテライト  

全体活動日 28(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 28(土) 12:00～13:30 協働推進室 理事長 

4 

自然環境調査・生物季節調査 2,9,16,23 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（田耕耘,水路整備,ｻﾄｲﾓ仮植、 
     畑の耕耘） 

15（水）,22(水).25(土) 9:00～12:00 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) 1(水),12(日) ,22(水) 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 

 

※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 回セットの参加です。 

★会員外参加可能行事  四季のイベントの持ち物 マイ食器（各種）、箸 飲み物 エプロン等 

Home Page /ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 

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☚ 

 

事務局業務時間は、午前 9 時より午後１時までです。 

 


