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愛知目標について 

 生物多様性に関して 2002 年の COP6(オランダ・

ハーグ)で採択された「戦略計画」（2010 年目標）

を達成することができなかったため、2010 年の

COP10で生物多様性条約の３つの目的、(１)生物多

様性の保全、(２)生物多様性の構成要素の持続可

能な利用、(３)遺伝資源の利用から生ずる利益の

公正かつ衡平な配分を達成するため、COP10で採択

された 2011～2020年の新たな世界目標を、開催場

所の愛知県（名古屋市）にちなんで愛知目標（愛知

ターゲット）と呼ばれました。これに伴い、2013年

３月に2020年を目標として「生態系ネットワーク」

「あいちミティゲーション」を両輪とし、県内９地

区で生態系ネットワーク協議会が設立され、当会

もその中の尾張北部生態系ネットワークに加盟し

ています。また、長期目標として「生物多様性の状

態を現状以上に豊かなものとし、自然の恵みを将

来にわたって享受できる自然共生社会を実現する」

としています。 

COP10で採択された「愛知目標」は本年 2020年

が目標の達成年となります。しかしながらオース

トラリアの大規模火災や昨今の新型コロナウイル

ス対策のためのディスポーザブル製品の大量消費

などの突発的な事象にも影響され、地球温暖化対

策や生物多様性の取り組みも成果を残せていない

ように思います。2019年に発表された『IPBES（生

物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学

-政策プラットフォーム）地球規模評価報告書』で

も、愛知目標の多くが未達成に終わるだろうと報

告されたそうです。 

 これらを受けて今年の10月には中国昆明で開催

予定の COP15では「愛知目標」以降の 2030年まで

の「ポスト愛知目標」が採択される予定です。これ

に先駆けて愛知県は、2019年７月に内閣府から「Ｓ

ＤＧｓ未来都市」に選定されて、「愛知県ＳＤＧｓ

未来都市計画」（計画期間 2019～2021 年度）を策

定しています。その中の環境分野として、「自然と

の共生に向けた取組、生物多様性保全に関する取

組等」を推進するとしています。今年 1 月に国連

は「ポスト愛知目標」の草案を発表しています。特

徴として長期目標を設けたことと、数値による定

量目標を数多く盛りこんだことだと言われていま

す。ところが専門家会議・IPBESが 2019年 5月に

発表した報告書では「今後数 10年で、約 100万種

の動植物種が絶滅危機のリスクに陥る」とも言っ

ています。しかし、国連は草案で 2030年までに生

物多様性の損失を実質ゼロにする「ノーネットロ

ス」、50 年までに 20％以上向上させるという目標

を示しました。我々は地球のほんの片隅の小さな

NPO法人の活動ですが、まずは、これからの 10年

を目指して日々の活動を通して例え１種でも生物

多様性保全に取り組んでいきたいと思います。 

参考：国連発表「ポスト愛知目標」の草案 

https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/atcl/news/0

0067/         (理事長 石川 明博) 
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☆海上の森の会トピック 

あいち海上の森交流会  

・「こんなテーマの講演を聞きたい」 

・「自分の研究成果を皆に発表したい」 

・「子どもたちに自然体験を通してその面白さや魅力、危

険性を教えたい」 

会員から上がってきた声をもとに交流会はいろいろな

活動に取り組んでいます。活動の主体は声をあげた人、

「いいね！」と賛同した人、そして世話人がサポート役に

加わります。 

 去年３月の

発表会では４

人が登壇し、そ

れぞれの分野

で自身の体験

を交えながら

興味深い話を

聞くことができました。今年も３月に発表会を予定して

いたのですが、新型コロナウイルス感染防止のため中止

になりました。 

今回は特に、高校生の「GIS（地理情報システム）を用

いた海上の森の植生遷移と地質の関係解明」は、名大で発

表した内容が聞けるとあっただけに残念です。 

交流会の柱は、2005年のあいち万博の精神を生かそう

と 2007年開校された海上の森大学の「人と自然との関わ

りを探求し、持続可能な社会づくりを目指す人材育成」と

「学びと交流からそれぞれの活動へ」。 

平成 30年大学閉校にともない、それまでの大学修了生

中心の同窓会から誰でも参加できる「あいち海上の森交

流会」に改組し、その柱を引き継ぎました。 

現在会員は 60人ほどで、地元愛知を中心に各地で活動

しています。この夏も、去年に引き続き海上の森で、子ど

もを対象とした自然体験プログラムをみんなで検討中で

す。子どもたちに、自然を通してその不思議さや面白さ、

怖さを知ってもらい、できれば「どうして？」、「やったー」

と自分で考え、答えを見つける楽しさを学んで欲しいと

考えています。 

活動資金もほとんど持ち出しで準備は大変ですが、子

どもが喜んだ時の感動は何物にも代えがたいです。 

自己研鑽をしたい人、取り組んでみたいことがある人、

自然が好きであればどなたでも歓迎です。交流会への参

加をお待ちしています！   （世話人：早川 健一） 

 

あいち森と緑づくり活動発表・交流会 

「あいち森と緑づくり税」を活用した交付金の事業実

施団体（森づくりグループ）として、令和２年１月 22日

（水）活動発表・交流会に参加してきました。場所は愛知

県図書館５階大会議室にて開催され、67組もの団体の参

加がありました。当日の次第は開会、活動発表、ポスター

発表、交流会、事業説明の内容で行われ、活動発表団体は

一般社団法人いきものの森再生機構、石原林道協議会、乙

北ため池クリーンの会、地域環境活性化協議会の４団体

により発表があり、その中のいきものの森再生機構の発

表を紹介すると、足助地区において「楽器の森づくり」を

目的とし、楽器

に利用できる

材に限り地域

の遺伝子を持

ったヤマザク

ラ、カスミザク

ラ、オニグル

ミ、イタヤカエ

デ、ウリハダカエデなどの植栽イベントなどの活動を行

っているなどの他にあまり見られない独自の活動発表で

した。その他、ポスター発表は 18団体のポスター展示が

あり、当会も森づくりグループのポスター展示を行いま

した。幸い当日森づくりのグループの大澤秀文氏が他の

団体の代表としてポスター展示を行っていたので、その

隣のブースに当会のポスターを展示して質問対応しても

らいました。交流会は小さなグループに分かれ、私は「エ

コネットあんじょう」「ちせいの里ロックエンジェル」「と

よた下山林業応援隊」の団体と交流を図りました。各団体

の様々な取り組みに触れ刺激を受け、今後も情報交換を

行うことを話し合いました。最後に次年度の「あいち森と

緑づくり環境学習・学習推進事業交付金について」愛知県

の環境活動推進課より説明がありました。 

(理事長 石川 明博) 

 

☆企業連携・１月～４月 

カルビー（株） 

 昨年はサツマイモを作ってくれたカルビーさんですが、

今年は念願のジャガイモに挑戦することとなりました。

３月 15日（日）に植え付けの予定でしたが、２月以降感

染が急速に拡大した新型コロナウイルスの蔓延防止のた

め、社員さんの参加はなくなり、森の会のスタッフとカル

ビーさんの担当の方とでジャガイモの植え付けを行いま
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した。ジャガイモはキタアカリ 20 キロ、約 260 個です。

５月の終わりごろにはたくさんの収穫ができますように。 

  

 (株)伊藤園 

 お茶をセンター駐車場に植え付けて３年目になります。

残念ながらセンターに植えたお茶の生育が良くなく、あ

まり大きくなっていません、その際に余った苗を海上の

里のほうに植えたところ、そちらは生育が良く青々とし

て大きくなってくれています。３月３日に伊藤園の担当

の田中さんがセンターに来られたので、同行して里のほ

うのお茶も見ていただきました。いいですねぇというこ

とで、里のお茶も管理をしていくこととなりました。 

  

里のほうが寒暖の差も激しく、日当たりも厳しい環境

かと思ったのですが、植物は強いですね、そのほうが大き

くなっているのです。人間も苦労したほうが大きくなれ

るということでしょうかね、みんなで成長を見守りたい

と思います。        （事務局 中元 恵子） 

 

(株)TBエンジニアリング 

３年目になる TB エンジニアリング皆さんの若さ溢れ

る力強さにはいつも驚かされ、今ではチームワークで間

伐材階段づくりまでやってのけます。新型コロナウイル

ス感染拡大の中、残念ですが３月の間伐研修は中止しま

す。との連絡がありました。（企業連携担当 大澤 秀文） 

 

☆会の記録 

令和元年度臨時理事会 

令和２年２月 22日（土）13：30～14：00にて開催。里

の管理に使用しているトラクターの老朽化に伴う耕耘機

の購入について検討し、中古ヤンマーＵＰ-２を購入する

ことを決議しました。次回開催は３月 27日を予定してお

ります。             （石川 明博） 

推進会議 

令和元年度第 8回（12月 14日)  

・里ラボイベントの会ブース来訪者は約 150 名で、焼き

芋体験，ペン立て、センター企画のリース作りなどに人気

があり、体験経費として 30,600 円の収入がありました。 

第９回（１月 25日） 

・来年度のダンロップとの企業連携はまだ決まっていま

せんが、決まれば「清掃活動」を提案する予定です。 

・今後のベンチの設置希望箇所は、里山サテライトの裏、

海上砂防池、篠田池手前にある峠、篠田池で、センターと

相談しながら順次設置する予定です。 

・令和２年度第 11回通常総会はセンターの都合で５月９

日(土)に内定しました。 

・センターから出された来年度の里と森の教室案では全

８回でしたが、自主活動日を２回設定し、作業の円滑化を

図ることになりました。        （編集担当） 

全体活動日 

１月 25日（土） スイカの苗床作り・タマネギ畑の草取

り、追肥を行ないました。参加者は６名。  

２月 22 日(土) ベンチ作り２基をサテライトの裏側に

設置しました。参加者は９名。    

３月 27 日(金) ベンチ作り２基を海上砂防池脇に設置

する予定でしたが、雨のため中止。    (原田 幹雄) 

 

サテライトの土間の修理(あいち海上の森センター)  

 サテライトの土間が長年の人の行き来で削れて、でこ

ぼこになり、足が引っかかるようになってしまい、非常に

歩きにくく難儀をしておりましたが、３月 15日（日）セ

ンター職員の皆さんででこぼこのところを削り、修理を

してくださいました。皆さんの憩いの場である大切なサ

テライトです。大事に使って綺麗にしましょう。 

 

               (事務局 中元 恵子) 

☆他団体との交流 

海上の森運営協議会 

畝に並べた種イモ 

 

植え付け作業のよ

うす 

里のお茶 センターのお茶 

表入口側から見たニワ ニワ奥の修理箇所 
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本年３月 24 日 13：30 より令和元年度第２回海上の森

運営協議会があいち海上の森センター３階研修室にて開

催されました。 

（１)報告事項として①令和元年度海上の森保全活用

事項の取組状況、②海上の森自然環境保全地域維持管理

事業について、（２）協議事項として①海上の森保全活用

計画 2025の進捗状況について、②令和２年度海上の森保

全活用事業の実施計画が議題として挙げられ協議さまし

た。初めに栗田所長より報告事項①の説明があり、②につ

いて愛知県の自然環境課より今年度これまでの実施内容

が説明されました。これに続いて名古屋工業大学保全生

態学研究室の田中氏より今年度行った屋戸湿地の保全報

告がされました。協議事項①②について栗田所長より説

明があり、その後、各委員より質問・要望が出されました。

当会としてシデコブシやスミレサイシン以外の絶滅危惧

種の保全実施要望、及び毎年のように減額されている当

会への委託事業費の補填として、民間事業者に発注され

ている草刈り等を当会で受託出来ないかなど、何らかの

方策を考えてほしいと強く要望しました。（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２回せと環境塾運

営協議会が９団体の出席のもと令和２年２月７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13団体で構成されてい

ます。 

今回の議題は「令和元年前期講座の実施結果の報告」と

「令和２年度前期せと環境塾講座の計画」でした。 

瀬戸広報に掲載される認定講座には瀬戸市環境基本計

画にある、 

１、 自然を守る 

２、 自然と親しむ 

３、 安全．安心に暮らす 

４、 心豊かに暮らす 

５、 地球にやさしく暮らす．営む 

６、 人と地域を育む 

に則ったイベント、講座でなければなりません。 

海上の森の会から前年度の実施結果報告をし、令和２

年度前期認定講座（４月～10月）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」を登録しました。 

（自然調査グループ 曽我部 紀夫） 

地域発！関連団体の紹介 

ヘボ“ボイ（追い）”メンが駆け回る 全国地蜂連合会 

「ヘボ」ってご存じですか？スズメバチの仲間、クロ

スズメバチ・シダクロスズメバチのこの地方の方言です。

スズメバチだからといって恐れるのではなく、1匹を追っ

て山野を駆け、１ヶ月に何万円もかけてエサを与えて大

きく育てる−この蜂の子は煮付けや混ぜご飯など秋のご

ちそうになり、探す・育てる・味わう楽しさに満ちている

からです。海上の森一帯もヘボ文化の地です。体長 1cmほ

ど、巣は山野の地中にあるので、簡単には見つかりませ

ん。それを探すことを「ヘボぼい」といいます。初夏にな

ると、飼育用の小さな巣を求めて、魚や肉をエサにハタラ

キバチをおびき寄せます。ハチがエサと巣を往復するよ

うになったら、小さな肉団子に目印をつけたものを差し

出して持たせ飛ばせます。その後を山越え谷越え追いか

けて、巣を突き止めます。これを掘り出して自宅に慎重に

持ち帰り、巣箱に入れます。毎日エサを与え、外敵から守

り、大切に育てて秋に収穫します。秋には、自然に大きく

なったものを同じように追いかけて探します。 

 この文化を次世代に継承し、舞台となる里山の自然を

守ろうと、中部地方各地に誕生した愛好会が集まって全

国地蜂連合会を結成し、情報交換・技術の向上と交流をは

かっています。過疎化・高齢化にめげず、地域を超えて有

志が活動を進めています。海上の森センターでは、ヘボの

生態と文化の講習会、観察用の巣箱を設置、秋に育った巣

を収穫など活動しています。高校生の「ヘボ」による地域

活性化活動への協力、海外からの視察受け入れ、専門家や

大学生の研究にも協力しています。恵那市串原の世界唯

一の「ヘボ・ミュージアム」での“ヘボカフェ”や、ヘボ

読書感想文コンクールなども企画しています。さらには、

全国各地で、ヘボがいるから捕ってみたい、飼ってみたい

という人がいれば、巣箱を持って現地へ馳せ参じます。都

会の若い世代の参加や新しい愛好会も増えてきました。 

 ヘボ追いを通じて、やはり気になることは山の様子・集

落の環境です。里山でもスミレやササユリの咲くような

明るい雑木林をヘボは好みます。「ヘボをぼえる森」作り

を目指しています。それは多様な自然、暮らしとの関わり

をもった多面的な山の価値を見いだすことにほかなりま

せん。海上の森もそんな文化と自然を育む場になってほ

しいと思います。センターでは、夏以降、ガラス窓越しに

ヘボが健気に通う様子を観察できます。いつまでも見飽

きません。ぜひ巣を見に来て下さい！  （野中健一） 

 ヘボ追い講習会（浜松遠征） 秋のごちそう！ヘボ飯 
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  美しい甲虫 その１ カミキリムシの仲間     森づくりグループ 布目 勝 

 

この森で見つけた虫の中から美しい（私の主観？）甲虫に限定して３回シリーズで紹介します。  

今回は最も種類が多いとされるカミキリムシの登場です。 

                           美しいカミキリの仲間 

№ 種  類 見つかる場所 体長 mm 時期月 数 見どころ 

１ ミドリカミキリ 
コナラ、アベマキの新しい伐採

木、クリ、ノリウツギの花 
17 ６ 少 

メタリックグリーンでスマ

ートな体形 

２ アオカミキリ 
カエデ類の先端枝、樹冠上を飛

翔、クリ、リョウブの花 
26 ６～７ 少 

メタリックグリーン、赤味を

帯びた個体も有る 

３ ベニカミキリ 竹林を飛翔、伐採竹、クリの花  16 ５～７ 多 鮮やかな紅色、腹側は黒 

４ ヤツメカミキリ サクラ類の新しい伐採木  12 ６～７ 少 黄緑色の体に鮮明な黒星 

５ キイロトラカミキリ コナラ、アベマキの新しい伐採木  17 ５～６ 中 スマートな体形、素早い動き 

６ キスジトラカミキリ コナラ、アベマキの新しい伐採木   15 ５～６ 中 黄、赤、黒の配色がユニーク 

７ キマダラカミキリ 
コナラ、アベマキの樹液、 

コテマリの花 
23 ５～６ 少 

スマートな体形に金色のマ

ダラ模様が美しい 

８ 
クビアカトラカミキ

リ 
コナラ、アベマキの新しい伐採木  13 ６～７ 中 

胸部の赤、腹部背側の黒・黄

の縞が美しい 

９ シラケトラカミキリ        〃  11 ５～７ 多 背中に“火”字が面白い 

10 
フチグロヤツボシカ

ミキリ 
ホオノキの葉   11 ６ 

希

少 

メタリックグリーンに鮮明

な黒星 

 

   

   

  

   

 
１．ミドリカミキリ   ２．アオカミキリ     ３．ベニカミキリ  ４．ヤツメカミキリ     ５．キイロトラカミキリ      

  

     

  

  

     

   

６．キスジトラカミキリ    ７．キマダラ   ８．クビアカトラ ９．シラケトラカミキリ   10．フチグロヤツボシカミキリ 

                 カミキリ        カミキリ                  
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自然調査グループ・生物季節調査                                                                                                                                

 今年は例年にない暖冬で植物の開花が変則で変な

感じがします。ニオイタチツボスミレが真冬にいつ

までも咲いていたり、ヤマツツジが突然咲いたり、

例年になくアセビの花付きが悪く、海上の森の象徴

であるシデコブシも例年になく早い時期に開花しま

した。調査は雨による

中止も少なく、実施す

ることができました。

最近の新型コロナの件

も活動が屋外で移動し

ながら行うため、リス

クは少ないと考え実施してきました。 

 自然ウォッチング 

 例年のように 1月から３月まで休止していた自然

ウォッチングですが、４月５日（日）から開催しよ

うと思っていたところご存知の新型コロナ拡大によ

り中止としました。   

（グループリーダー 石川 明博） 

 

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・間伐を実施

し、約９割の除伐と約４割の間伐が完了しました（こ

こで、除伐は育成する木以外の木を伐って除く作業

で、間伐は育成する木で混み部分を伐って間引く作

業です）。 

本年も１月４日に例年通りアカマツのご神木の

下で安全を祈願し、令和２年の初活動を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 年度の通常活動は 38回、延べ 418人で行い、

企業連携活動は TBエンジニアリング、織機、カルビ

ーとトーマツで 6回、延べ指導員 14人、参加者 162

人で行いました。 

それ以外に、今期は以下の２件の活動も行いまし

た。 

１）サテライト裏のベンチ作り 

海上の森を散策さ

れたり、動植物を観察

される皆さんが食事

したり、休憩できるよ

う、サテライト裏にベ

ンチを増設しました。

今後は海上砂防池と 

篠田池奥にも設置する予定です。 

２）木製の犬作り 

除伐材を利用して森グループのメンバー数人で子

犬を作製しました。除伐材はヤブツバキ(表皮が白)

とサカキ(表皮が赤)です。皆さんも作ってみません

か。作製メンバーを代表して西本さんに作製の感想

と利用を書いていただきました。 

西本さんの感想：除伐で倒した木の幹や枝を可愛

いワンちゃんに変身させる。木材の種類、のこぎりの入

れ方、目鼻耳の付け方、足の長短、胴体の太い細い

等々、作り手の個性が光るワンちゃん達ができあがる。

在米、在ベルギーの孫たちはワンちゃんの到着を楽し

みに待っている。森仲間とワイワイ言いながら作るのは

楽しく、次はトナカイ、キリン、鹿もできるねと話が弾む。

この調子なら個性豊かな 101匹ワンちゃんができそう。 

 

《 森づくりグループの女性達 》 

森づくりグループ（19人）の内の女性６人に森づ

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。今回は２回目の２人です。 

・森さん(活動歴９年) 

きっかけは里の教室の参加です。 

その後、畑を貸していただいている 

時に森づくりの活動を知りました。 

山の作業は男の仕事で、私には無理 

と思っていた時に女性の姿があった 

ので、入会しました。うっそうとした森の中が皆の

力で整然とした姿に生まれ変わるのが活動の魅力

です。 

 

 

 

 

 

ベンチ作製の様子 

 

 

 

作製した犬と作者たち 

お祓い 
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・田中さん(活動歴３年) 

木工芸教室に通っているご縁

で、森の活動に参加することにな

りました。最初はできるのだろう

か？と不安ばかりでしたが、参加

してみたら先輩方がとにかく優

しくて、物知りで楽しいんです。

10ｍ程の木をチェーンソーで切

り倒す音、とっても爽快です。 

（グループリーダー代理 杉浦 元保） 

木工芸教室 

端材から小さな美術品を作ろう！ 

現在多数の生徒が取組むのが、概して大きな器や

プレートです。こうした過程で発生する端材を有効

利用する作品造りを紹介します。写真前方は箸置き、

スプーンとバタ

ーナイフで後方

は一輪挿しとペ

ン立てです。 

大事なのは、

こうした日用品

にも、いかにし

て個々人の感性を盛り込み、美術品として高め仕上

げるか！・・・“用の美”です。これが森の恵みに対

する恩返しです。   （リーダー 布目 勝） 

 

里づくりグループ・里と森の教室 

冬の寒さも和らぎ春の陽射しが、降り注いでいる

今日この頃です。またウグイスが、春のおとづれを

告げる様に鳴いています。昨

年５月より始まった「里と森

の教室」も 12月で終了し、１

月・２月・３月は令和２年度の

「里と森の教室」の開催に備

えて田畑の耕耘、水路整備、畑

の溝整備等の作業を中心とし

た活動をしています。１月の活動は 15 日に昨年の

「里と森の教室」の反省と次年度の「里と森の教室」・

耕地管理作業の打合せを行いました。25日には、ス

イカの苗床作り、タマネギ畑の草取り、タマネギに

追肥をしました。２月の活動は５日と 12 日に休耕

田、耕作畑の耕耘、休耕田・耕作畑の水路整備と溝

整備を行いました。19日にはベンチ作り用木材の皮

むき・牛糞集めを行いました。26日にはジャガイモ

の植え付け、耕作畑の耕耘、牛糞を耕作畑に散布を

しました。３月の活動は４日に休耕田の耕耘、畝立

て、タマネギ畑の草取り、お茶の木の剪定を行いま

した。11日は水路整備、エンドウの種蒔き、ジャガ

イモ畑・タマネギ畑の排水（前日の夜に降った雨に

より畑が水浸しになる）を行いました。 

耕地管理 

耕地管理は、原則として毎月の第１・２・３の水

曜日と第４の土曜日に活動をしています。また里山

の景観を守るために年間を通じて耕作畑周辺、休耕

田の草刈り・田の畦周りの草刈り等の活動をしてい

ます。農作業に関心のある方、私たちと一緒に活動

しませんか、心よりお待ちしております。 

 (リーダー 原田 幹雄) 

 

里山文化グループ・里のくらし 

今年のお正月は暖かでした。温暖化を改めて感じ

ます。私たちにしてみれば薄着でいられるのも、動

くのも楽です。 

 1月 11日（土）お正月行事とどんど焼きを実施し

た時の参加者全員の感想です。全員でわいわい楽し

く出来ました。 

どんど焼きでは田の中の木・小枝・下草等焼いて

整理していただき、薪材は薪になり私たちの活動の

一番の材料になります。 

 ２月に入ってからは、中国武漢で発生した「新型

コロナウィルス」の感染拡大が取りざたされるよう

になり、３・４月の計画が混とんとしてきています。

里のくらしでは３月 28日の「里の雛祭り」も中止せ

ざるをえませんでした。 

サテライト維持管理 

鍵の開閉は当番の皆さんのご理解のもと、滞りな

くすすめさせていただいています。当番の方からは

変更の要望も１、２ありますが、何とかご無理をお

願いしております。新たにサテライト維持管理にお

加わり頂ける方が何人か出てきますと、当番役の方

のやりくりが楽になります。ぜひ手を上げて下さい。

大歓迎です。（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 2020 年５月～８月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 担 当 

５ 

 

生物季節調査 7,14,21,28 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

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

耕地管理（野菜の植付、世話、代掻き等） 13(水).20(水),27(水),30(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） 24(日),31(日) 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

森林づくり（間伐作業） 2(土),5(火),16(土),19(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

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

★四季のイベント・ひな祭りと端午の節供  2(土) 9:00～14:00 

 

里山サテライト 里山文化 

全体活動日 23(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 23(土) 12:00～13:30 協働推進室 理事長 

第 11回通常総会 9(土) 10:00～12:00 センター研修室 事務局 

６ 

生物季節調査 4,11,18,25 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

★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 

耕地管理（田の草取り、野菜の世話等） 3(水),10(水),17(水),24(水) 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） 28(日) 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

森林づくり (間伐作業) 6(土),9(火),20(土),23(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) 3(水) ,14(日),24(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 13(土) 

 

18:00～21:00 里山サテライト 里山文化 

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 

７ 

生物季節調査 2,9,16,23,30 各木曜 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

★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 

耕地管理（草取り、野菜の世話等） 1(水),8(水),15 (水),29(水) 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) 10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

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

★木工芸教室 (作品製作) 1(水),12(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 

８ 

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 

★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 

※調査学習会 海上の森の水生生物 23(日) 9:30～14:30 海上の森センター  自然調査 

耕地管理（草取り、畑耕作、種まき等） 5(水),12(水),26(水) 

 

9:00～12:00 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室（自主参加日） 
23(日) 

 
10:00～15:00 里山サテライト 里づくり 

森林づくり （間伐作業） 夏休み   森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) 26(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 

※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８回セットの参加です（他に自主参加日を設けることがあります）。 

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

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 

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 

Ｔｅｌ&Fａｘ 0561-21-9298 
Emai  morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp 

Home Page / ｆａｃｅｂｏｏ

ｋ 

 

事務局業務時間は、午前 9 時より 12 時までです。 

 

海上の森の会 検索☚ 

 

★新型コロナウィルスの防疫のため 

予定が変更になることがあります。 


