
1 
 

新型コロナウイルスの影響 

はじめに 

これまで感染症の大流行に関して、記録によれば

すでに紀元前 430 年のギリシャに始まり、現在まで

ペスト、天然痘、コレラ、インフルエンザ等々、様々

な病原体により大流行を繰り返してきました。とく

に有名なのが 1350年前後の２度目のペスト大流行で

は死者 7,500 万人ともいわれ、1918 年に発生したイ

ンフルエンザウイルスによるスペインかぜでは少な

くみて死者 5,000 万人、実際には 1 億人ともいわれ

ました（上記死者数ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｨｱ）。現在私たちにとって

脅威なのは新型コロナウイルス（COVID-19）です。今

年の４月７日に緊急事態宣言が出され５月 25日に解

除されましたが、その後じわじわと感染者数が増加

し、７月に入ってからますます加速度を増して、この

記述をしている時点（7/31）で全国の 1 日の新たな感

染者数は 1500 人を超え、愛知県では 200 人に届く勢

いでともに日々最多を更新しています。 

会の取り組み 

 緊急事態宣言が検討されているころから会の活動

の中止など対応策を検討してきました。自然調査グ

ループでは４・５月第１日曜日の海上の森自然ウォ

ッチングは中止。毎週木曜日の生物季節調査は長期

に渡り継続してきた調査なので各コース 10人程度で

行ってきた調査を３人に縮小して感染防止対策を取

り調査を継続しました。里づくりグループはセンタ

ーと協議の上、里と森の教室を延期し、緊急事態宣言

解除の判断と同時に第１回目を実施しました。森づ

くりグループは４・５月の定例活動を６回中止し、そ

れを補うために夏休みを短縮し２回行う予定です。

企業連携の多くを中止し、少人数で一部のみ実施し

ました。里山文化グループは５月２日の端午の節供、

６月 13 日のホタル観察会を中止しました。情報広報

グループは協働推進室の室内で活動を行ったため入

室時に体温測定し、マスク着用の上互いに距離を取

り、窓及び入口ドアを開け放ったまま会議を行いま

した。 

緊急事態宣言の解除後、公益社団法人国土緑化推

進機構による森林内での活動に関する基本的なガイ

ドラインを取得して各グループのリーダに配布し、

グループにおける活動に活用してもらいました。特

に注意しなければならないのは一般市民を対象とし

たイベントです。この場合は体温測定や体調の聞き

取り、活動中の密を避け、マスクを着用するなど十分

な感染防止対策を取らなければなりません。 

最後に 

会の活動の多くが屋外の活動とは言え、一般市民・

スタッフどちらも、ともすると互いの距離が近づき

すぎることがあります。最近では新しい生活様式と

いうことがよく言われます。我々の活動も熱中症に

十分気を付けて互いの距離を

意識しながらマスクの着用と

上手に付き合っていかなけれ

ばなりません。これまで新型コ

ロナの感染が会の活動の中で

発生しなかったことは幸いで

した。 （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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☆海上の森の会第 11回通常総会 

はじめに 

 海上の森だよりは現在年３回の発行となっていますが、

この時期は総会に関するご紹介をしています。 

 今年度の総会は年初来の新型コロナ感染拡大により、

センター３階研修室において会員が大勢集い、密な状態

が発生することを避けて出席者は理事及び事務職員のみ

とし、会員の皆様には書面にて評決していただき、総会を

挙行させていただきました。総会・理事会の開催場所も当

日３階協働推進室の狭い屋内空間を避け、十分な感染防

止策をとり２階屋外テラスにて行いました。おかげさま

で、多くの会員の方に書面評決していただき、定款に定め

る会員の出席数に関す

る総会の開催要件を満

たし、無事に総会を成

立させることができま

した。ご協力ありがと

うございました。 

議案審議 

 総会の第１号議案の前年度事業報告は事業計画として

企業連携の耕作体験・茶の木の栽培を掲げ、１社加わる予

定が中止となったこと以外はおおむね実施できたかと思

います。森づくりは昨年に続き海上の森の健全化 10 年プ

ロジェクトを順調に実施できました。未来遺産関連事業

は、一昨年度は中止となりましたが、前年度は森の健全化

としての間伐・里づくりに利用する稲架棒づくりを計画

通り実施できました。里づくりも水路補修などの計画を

計画通り実施することができました。類似団体との交流

としてあいちサトラボ里山開拓団の収穫祭に参加し、２

度目の交流・意見交換を行うことができました。 

 第２号議案の決算報告は当初予算を約 500 万円の収入

と見込みましたが、毎年の受託事業費減額や年度末の新

型コロナウイルス感染拡大による企業連携の中止などに

より減収し、支出は里づくりのトラクター老朽化に伴う

中古機器購入や事務所パソコン・プリンターの老朽化に

伴う買い替えなどが発生し、最終的には法人税（137,700

円）納入を含み約 10 万円の赤字となりました。その結果

次年度繰越金は約 360 万円となりました。 

 第３号議案の令和２年度事業計画のいくつかの事業が

新型コロナウイルスの影響により中止や延期せざるを得

なくなりました。最も大きな事業である「里と森の教室」

も例年の時期に開始することができなくなり、少し遅れ

た５月 24 日に何とかスタートすることができました。し

かし、最終回まで実施できるか予断を許さない状況です。

住友ゴム工業K.K.（ダンロップ）との未来遺産関連事業

も、４月実施が困難となり 11 月に延期となりました。そ

の他、散策者の休憩場所として篠田池へのベンチ設置も

年度後半に延期となっています。 

第４号議案の令和２年度予算は未来遺産関連の資金も

枯渇し、さらなる受託費の減額などにより前年度より約

90 万の経常収益減とし、経常費用は活動費等見直しまし

たが、その結果法人税含み正味財産増減額は約 20 万円の

赤字予算となりました。今後１年を通してさらなる活動

費等見直しを図り赤字額圧縮を図りたいと思っています。 

 第５号議案はかねてより役員増員をしたいと思ってい

ましたが、幸い森づくりグループより推薦があり杉浦元

保氏の就任承諾もあり、理事１名を増員することができ

ました。 

今後に向けて 

理事の人数は現在８人ですが、当会の定款では 15 人以

内とされていますので、今後も各グループの代表として

多くの方に役員に参加していただきたいと思っています。

当 NPO 法人の目的として「里山の再生を目指し海上の

森の自然や文化を守り育てる」と定款にうたわれていて

５グループのすべての活動はこの目的を達成するためで

あるといえます。最近では定年延長が進み会に入会され

る方の年齢も高くなってきています。それでも、これから

の会を担っていただく方を育てなければならない時期だ

と思います。人材に関して会を永続的に続ける方策を考

え努力しなければなりません。なお、森づくりグループ企

業連繋担当が大澤秀文氏から杉浦元保氏に交代しました。                  

（理事長 石川 明博） 

☆新理事・グループリーダーの言葉 

新任にあたって 

新参者の私が理事のような大役を仰せつかったようで

恐縮しています。 

私は森づくりグループと里づくりグループの一員とし

て活動させてもらっていますが、

皆さん夏の暑さや冬の寒さにも負

けずボランティア活動とは思えな

いほど積極的に、かつ楽しく活動

され感心致しております。 

しかしながら、本会は会員の高齢化や会員数の減少、予

算の減少などなど、大小様々なの課題が山積みしている

ようです。それら課題に全く関心を持つこともなく活動

してきた私に、良いアイデアを持つはずもありません。そ
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んな私に理事が務まるとは思えませんが、理事の末席を

汚すことになった限りは……。 と力んでも益なきこと。

会員の皆さんや理事の皆さんと一緒に少しずつ考えて行

きましょう。        （新理事 杉浦 元保） 

☆企業連繋 

本年度の企業連携は新型コロナウイルス禍の影響で、

各社様子見の状態と思われます。４月に予定していた豊

田自動織機の間伐活動は中止。唯一活動があった企業は

カルビーのみでした。 

カルビーの活動では、コロナ禍が真っ只中の３月 15日

(日)に１名の参加でジャガイモ(キタアカリ、200 個)を

植え、コロナ禍が小康状態となった６月 21日(日)に少人

数の 10人のみの参加でジャガイモを掘りました。イモの

付き具合はウイルスの影響を受けることなく、更にこれ

までにない１

株に 10 個程度

付く総量 260Kg

の豊作で、喜ん

で頂けました。 

秋にはサツ

マイモ掘りを予定しています。これも５月 24日(日)にコ

ロナ禍のために参加者０人でスタッフだけで苗を植えた

ものです。 

企業連携事業は本会の大きな収入源になりますので、

早くコロナ禍が終息し各社が活発に活動できるのを祈る

ばかりです。   （企業連携リーダー 杉浦 元保） 

☆おもな会議の記録 

令和２年度理事会 

今年度第１回の理事会を４月４日（土）協働推進室で行

ないました。前年度事業報告・決算報告、今年度事業計

画・事業予算、来年度役員選出・総会開催などについて討

議し、主な決議内容は受託費の減額に伴う活動支給基準

の見直し、新理事杉浦元保氏（森づくりグループとして）

の承認、総会の開催日及び開催形式などを決議しました。 

第２回の理事会は通常総会の終了後、新理事による理

事長の互選を行うのですが、今年度は年初来の新型コロ

ナ感染拡大により、総会の開催形式をかえて５月９日（土）

書面評決により総会を終え、同日新理事により密を避け

センター２階屋外のテラスにて理事会を開催し理事長の

互選を行いました。内容は前年度に引き続き石川明博氏

を理事長とすることを決議し法務局に届け出しました。 

                 （石川 明博） 

☆他団体との交流 

瀬戸まるっとミュージアム・観光協会 

当会は瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会の団体

会員です。今年度の総会は、話題の新型コロナにより総会

は５月 22日に書面評決として行われました。当会は理事

として参加しています。今回は協会についてご紹介しま

す。会員数は団体個人合わせては 400 を超え、観光まち

づくりの推進、観光誘客催事などの企画や実施、まちづく

りに寄与する人材育成に関する事業などを掲げています。

協会はどうしても陶器中心になってしまうのですが、大

都市の近郊にこれほど自然豊かな森があるのは多くはあ

りません。例えばこの森を瀬戸の観光ツアーの 1 コース

として位置付け、生物豊かな自然や平安時代から鎌倉時

代にかけて利用された森に点在する窯跡などを紹介する

ことにより、当会として瀬戸市の活性化の一部分を担え

る可能性もあるのではと思います。（理事長 石川 明博） 

せと市民活動連絡会運営会議 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４、５月は休

会でした。総会も書類が送付され書面評決になりました。 

 ６月 25日から委員会が始動しましたが、どの会もコロ

ナで十分な活動のできなかったことが報告されました。

８月になると委員会も「悩みながらやるのがコロナだ」と

いうことで、少しずつ動き出しました。10月 10日(土)に

予定している「交流フェスタ」も、「三密」を避け、「正し

く知って、正しい対応」のもと各団体の参加者 70名に限

定する縮小開催で準備を進めることになりました。公立

陶生病院武藤義和先生のリモートによる講演もあります。 

     （理事 出口 なほ子） 

あいち海上の森フォーラムからのお知らせ 

写真 1 カルビーのジャガイモ掘り 
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現在フォーラムでは、「海上の森」について調査・研究

していただける高校生・大学生・大学院生を募集していま

す。テーマは自由で、採用の方には助成します。来年度の

フォーラムで発表していただきます。 

お知り合いの方にお知らせいただきますようお願いし

ます。詳しくは、チラシをご覧ください。 

また、シンポジウムは、11月１日（日）13時から、ウ

インクあいち・12階・1204会議室で開催します。事前申

込不要・当日受付・参加無料です。 

遺伝解析といった新たな切り口の講演もあります。是

非ご参加ください。    （実行委員会 浦井 巧） 

 

☆あいち海上の森センター新職員紹介 

・氏名 都 正弘（みやこ まさひろ） 

・年齢 65歳 

・出身 兵庫生まれで山形育

ち 

・職歴 昨年までトヨタ自動

車で住宅設計、自動車シャシ

ー設計、システム企画・運用

に従事 

・住まい 愛知環状鉄道瀬戸

口駅近く 

・趣味 写真歴 40 年、長距

離走歴 40 年、積雪期を含む登山歴 25 年、建築・美術・

音楽鑑賞 

・海上の森との関わり 春、夏、冬連休の山岳部合宿前に

歩荷トレーニングで猿投山を何度も往復していました。

当時、あいち海上の森センターはまだ無くて屋戸の里か

ら林道を辿っていた時には万博開催反対の掲示版を目に

した記憶があります。開催自体に抵抗はありませんでし

たが跡地の県住宅団地開発計画の存在が表面化した時は

強い疑問を感じました。万博開催前後の時期は海外の仕

事が多くてこれらの市民活動に加わることはありません

でしたが、開催地変更で海上の森が残ることになった時

は心底、良かったと思いました。 

コロナ禍で社会が混乱する状況の中、ダメ元で応募し

て海上の森で仕事ができるようになったことはとても幸

運だったと感じています。 

林学や生物学などの専門的な知識は僅少ですが、来訪

者の方たちに永く親しんでもらえるよう OJT と自習で体

得しながら、海上の森の健全な保全に貢献したいと思っ

ています。 

地域発！関連団体の紹介 

見えない夜空を明らかに あいちコウモリ調査隊 

きっかけは１通のメールでした。当時あいち海上の森

センター職員の大村氏から、自動撮影カメラにコウモリ

らしき姿が写ったが、これは何か？という内容で、添付さ

れた画像を見てみると、一目でテングコウモリの特徴が

捉えられたシルエットでした。そこから、センターのセミ

ナーで話させて頂く機会に恵まれ、その最後にこれまで

あまり調べられていなかった海上の森のコウモリを調査

してみたい人を募ったところ、20名ほどが集まり、調査

隊が発足しました。月例会では飛翔経路のセンサーカメ

ラによるモニタリング、ねぐら調査として廃坑「こうもり

穴」を使う種の個体識別、夜間の飛翔を直接観察で記録す

るといった活動をしています。海上の森は愛知県では数

少ないヤマコウモリが高頻度に目で見られる場所であっ

たり、コキクガシラコウモリの一大越冬地ということが

分かって来ました。きっかけのテングコウモリについて

はまだまだ未解明ですが、愛知全県でも年間 50頭ほどし

か観察されない、やや少ない種のため、出現傾向を掴むに

も、もっと時間が必要だと思っています。そうした海上の

森から全県への調査態勢の構築も課題の一つとして、海

上の森での調査を通じて捕獲調査スキルを習得してもら

って、やがて広い範囲で面的に継続調査ができるように

していけないかと考えています。 

なかなか目で見えないコウモリを観察しようと努力し

ていると、同様に気になるのは、目に見えないものたちで

す。無人カメラには、コウモリよりも他の野生動物の方が

数多く写りますが、イノシシの多さには驚かされます。道

路脇にもその採餌痕跡は多く、海上の森を歩いた靴でそ

のまま他地域に行くと、愛知県で発生している豚熱を拡

散させてしまわないか心配なため、靴底の洗浄や場合に

よっては消毒を心がけています。加えて今年は COVID19

の流行です。現在日本では人と人で感染しているだけで

すが、塩基配列に共通性が高いウィルスが中国のキクガ

シラコウモリから見つかっている事から、これを日本の

コウモリ類に感染させては予測できない影響を及ぼしか

ねないので、感染可能性の排除として、調査員や器具へ消

毒の徹底をおこなっています。暗闇で目視困難、聞こえな

い超音波、知らないものを漠然と怖がっていても進まな

い。これを突破していく生物科学的な観察を身につけて

いって欲しいと願っています。     （橋本 肇） 

 キクガシラコウモリ捕獲 アブラコウモリの飛翔 
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  美しい甲虫 その２ タマムシの仲間           森づくりグループ 布目 勝 

                                     

甲虫で美しい代表はタマムシですが、この森には十数種類の仲間が生息しています。 

今回はその代表格を紹介します。 

                美しいタマムシの仲間 

№ 種  類 見つかる場所 体長 mm 時期月 数 見どころ 

１ 
タマムシ 

（ヤマトタマムシ） 

コナラ、アベマキの新しい伐採木、 

エノキの樹冠上を飛翔 
35 ６～８ 多 

メタリックグリーンに２本の赤縦

線、構造色で色アセしない。 

２ ウバタマムシ 松の新しい枯損木、松の若葉 31 ５～７ 少 
一見地味だが、イブシ銀の趣があ

る。微細な体毛は金色 

３ クロタマムシ 松の新しい枯損木 19 ５～７ 少 
黒光りの金属色が美しい。製材し

た松材からも見つかる。 

４ 
アオマダラタマム

シ 

樹勢の衰えたソヨゴ、アオハダの幹、 

それらの伐採木 
19 ５～７ 多 

緑や赤緑のマダラ模様が美しい。 

背中に４つの白点がある。 

５ ムツボシタマムシ コナラ、アベマキの新しい伐採木 15 ５～７ 中 
動きが敏しょう。手に獲ると嚙み

つく。背中に６つの白点 

６ クロホシタマムシ コナラ、アベマキの新しい伐採木  11 ５～６ 中 
小型だが、タマムシに劣らぬ美し

さ。胸部と腹部に黒点 

７ 
マスダクロホシタ

マムシ 
ヒノキ、杉の新しい伐採木や伐り株 10 ６～７ 多 

クロホシタマムシに似るが、やや 

赤味がある。黒点は腹部のみ 

８ ナガタマムシ コナラ、アベマキの新しい伐採木 12 ６～７ 中 
タマムシとは思えない地味さ。 

飛ぶと羽の下が青色に輝く 

 

 

 

 

 

 
１.タマムシ         ２.ウバタマムシ      ３.クロタマムシ      ４.アオマダラタマムシ 

 

 

 

 

 
 

５.ムツボシタマムシ    ６.クロホシタマムシ   ７.マスダクロホシタマムシ  ８.ナガタマムシ 
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自然調査グループ・生物季節調査                                                                                                                              

今年度自然調査グループに５名のメンバーが増えま

した。湿地コース（屋戸湿地を含む）のメンバーが増え

春のハルリンドウ、夏のハッチョウトンボのカウント

に戦力となっています。 

海上の森も変化しています。 

① 昨年、一昨年は海上の森駐車場で、その前は海上の

森入口（屋戸橋付近）で聞こえていたクマゼミの鳴

き声が今年、四ツ沢で聞かれるようになりました。

温暖化の影響でしょうか段々と森の中に入ってき

ています。 

② もう少し長い期間の調査結果で見ると野鳥のソウ

シチョウです。平成 23 年には観察されていません。

24 年～25 年の冬季（11 月～４月）に初めて観察

されました。平成 26 年から通年観察されるように

なり、26 年、27 は年間調査の累計で 30 羽程度か

ら 28 年に 50 羽程度、29 年からは 100～180 羽程

度と急激な増加となっています。  

③ イチョウウキゴケ（準絶滅危惧種）の発生。数年前

に森の会が復活させた下田の田圃で数個発見しま

したが、今年民地の田

圃にイチョウウキゴ

ケが大量に出現しま

した。田圃をしている

人は「水路を詰まらす

ので手ですくって捨

てている」との事。し

かし農薬等を使用すると一瞬でなくなってしまう

でしょう。 （調査学習リーダー 曽我部紀夫） 

里づくりグループ・里と森の教室 

今年の「里と森の教室」は、26家族 59名の応募があ

り抽選の結果23家族51名で５月24日よりスタートす

る予定でしたが、新型コロナウイルスの感染が広がり、

国より 30 人以上の集団の行動は自粛するように要請

があり、開催が延期となりました。いつになったら開

催出来るのかと不安でしたが、６月 19日に自粛解除と

なりセンター指導により三密（密閉、密集、密接）を避

ける方法、参加者の体温測定等綿密な打ち合わせをし、

６月 28日第１回目を開催することが出来ました。 

第１回：６月 28日参加者 41名（19家族）スタッフ

13名。午前中は海上の森センター栗田所長と海上の森

の会石川理事長の挨拶、「里と森の教室」のしおりの配

付、注意事項の説明、スタッフ紹介、作業場所の下見を

した後、夏野菜（ナス・ピーマン・キュウリ）の収穫を

行いました。午後

はジャガイモの収

穫を行いました。 

前日に雨が降り、

当日も雨模様であ

り、また新型コロ

ナウイルスの影響

もあったので参加者が何人いるか心配でしたが、41名

19家族と沢山の参加者でした。 

第２回：７月 26日参加者 35名（19家族）スタッフ

10名。田の草取り（下田の３つの田）。田に入れない人

は、落花生畑の草取

り、スイカ・カボチ

ャ・ナス・ピーマン

の収穫を行いまし

た。作業は午前中の

みです。田に入るの

が初めての参加者

もいて、足を取られまた泥だらけになりながら一所懸

命取って頂きました。尻餅をついた子供もいました。 

まだまだ新型コロナウイルスの恐怖が無くなったわ

けではありません。今後の開催においても感染防止の

為に密閉・密集・密接の３密を意識して避けるように

行動（作業）していきます。また５月 31日「里と森の

教室」で予定していた田植えは、雨降りの中海上の森

センター・森の会の各グループの協力により無事に終

えることが出来ました。協力して頂いた皆さんありが

とうございました。   （リーダー 原田 幹雄） 

森づくりグループ・森林（もり）づくり 

通常活動のあいち森と緑づくり事業にて実施(10 年

計画の４年目)の通称“5.66haゾーン”の除伐・間伐の

進捗も新型コロナウイルス禍と梅雨の長雨のために滞

っています。コロナ禍のため４、５月に６回、長雨のた

め７月に２回活動を中止しました。その代わりに夏休

みを短縮し２回

活動を増やしま

した。また、コロ

ナウイルス対策

として、活動を

始める前に必ず

体温を測った

り、昼食時には

密にならないなど注意して活動しています。このよう

に世間がコロナ禍で騒いでいる最中でも、長年にわた

イチョウウキゴケ 

 

写真１ コアジサイが満開 
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り整備してきたコアジサイ群生地では今年も沢山のコ

アジサイがひっそりと咲いていました。 

通常の活動以外に今期は以下の２件の活動も行いま

した。 

１）海上砂防池のベンチづくり 

景色が上高地の大正池に似ていることで“大正池”

とも呼ばれている海上砂防池にベンチを２基作製しま

した。 

ヒノキの間伐材の運び出しをセンターが、皮むきを

自然調査グループが、ベンチの作製と設置を里づくり

と森づくりのグループが分担しました。これで、散策

している方々にゆっくりと“大正池”を楽しんで頂け

るでしょう。 

後日談：ベンチの腐食を防ぐためブロックの上にベ

ンチを設置したのですが、その意図が伝わらなかった

のか、いつの間にかブロックが外されテーブルや腰掛

にされ、更にブロック 1 個が紛失していました。そこ

で、ブロックを元に戻し、テーブルや腰掛用にヒノキ

の丸太を 10個設置しておきました。ブロックや丸太が

なくならないことを祈るばかりです。 

２）臼用のツブラジイの運び出し 

倒木となる危険を防止するため、サテライトのトイ

レ裏にあったツブラジイの大木がセンターによって伐

り倒されました。その伐り株で臼を作ってもらうため、

センターに根元を伐

ってもらった直径

80cm、長さ１m の丸太

を屋戸の大沢邸まで

運びました。臼のできあがるのが楽しみ。 

《 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３回に分けて

書いてもらいました。今回は最後の２人です。 

・森山さん(活動歴３年)  

木工芸教室の仲間たちと入会させていただきました。

教室では海上の森の山桜や朴の木などを材料にして作

品を作っています。森のことをもっと知りたくなり森づ

くりグループに参加するようになりました。今、女性グ

ループは自生しているコアジサイ

の群生を守ろうと活動していま

す。森に木漏れ日が入るようにな

り、６月になると山の斜面がコア

ジサイで薄紫色に染まり爽やかな

香りが漂ってきます。皆さんも是

非体験しに来てください。 

・西本さん(活動歴３年)  

木工教室に参加し、材料は間伐

材と聞いて、森づくりの活動にも

参加。森では毎回勉強になる事ば

かり。除伐、間伐で暗かった森に

木漏れ日が差し込み、風が通り抜

けると森が深呼吸しだすのを実

感。休憩に森の中で飲む仲間の入

れてくれたコーヒーは格別！チェーンソーの手を休め

てホッと一息、森と会話のひと時はとても魅力的。 

（グループリーダー 杉浦 元保） 

木工芸教室 

天然木でカワイイ ”ペン立“ を作ろう！ 

６月末より参加者 12人限定割当制で再会。感染対策

徹底のため当面この方式で進めます。このため参加者

には回数が減りご不満が多いと察しますが・・・。 

さて今回は実用的

で場所を取らない“ペ

ン立”を紹介します。

形を工夫し木の特性・

風合いを活かして、自

分の手元に置いてみ

たくなる一品を！作

るのは意外に簡単ですよ！  (リーダー 布目 勝） 

里山文化グループ・里のくらし 

 新型コロナウイルス感染拡大で、今までの四季のイ

ベントはすべて中止となりました。この後、10月３日

(土)には里の月見、12月 20日（日）にはお正月準備が

ありますが、感染状況次第でどうなるか分かりません。

直前に事務局までお問い合わせ下さい。 

（グループリーダー 出口 なほ子） 

サテライト維持管理 

閉鎖されていたサテライトは５月 17 日に開放され、

三密を避ける室内での休憩とトイレの利用ができるよ

うになりました。行事がなくなりメンバーが集まるこ

ともなく寂しい限りです。それでもこの間に草引きを

２回行なうことができました。(リーダー 青木 周子) 

 

 

写真２ 海上砂防池のベンチ 

 

 

 

写真３ 臼用のツブラジイの大木 
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海上の森の会 活動予定  2020 年 9 月～12 月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 担 当 

９ 

 

生物季節調査 3.10.17.24 各木曜日 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 6(日) 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

耕地管理(田畑の草取り・耕作畑の耕

耘・稲架作り） 

2(水）,9(水）,16(水）,23(水）,

26（土）,30（水） 
9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室（薩摩芋の収穫・間伐体験） 27 (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） 5(土),8(火),19(土),22(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 2(水),13(日),30（水） 

(水)、１３(日)、３０（水） 

10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

全体活動日 26(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 26(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

10 

生物季節調査 1.8.15.22.29 各木曜日 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 4（日） 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

耕地管理（草刈り・畑の耕耘・籾殻集め） 7（水）,21（水）,24（土） 

7（水）21（水） 

 

9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室（稲刈り･稲架掛け・脱穀） 4（日）,18（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) 3(土),6(火),17(土),20(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 7（水）,11(日).,28(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント・里のお月見 3(土) 

 

17:00～20:00 里山サテライト 里山文化 

全体活動日  24(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 24(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 
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生物季節調査 5.12.19.26 各木曜日 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 1（日） 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

耕地管理（水路整備・畑耕耘・感謝祭準備） 4(水),11(水),18(水),21(土) 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室（収穫感謝祭） 22(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） 7(土),10(火),21(土),24(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 4（水）,8（日）,25（水） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

全体活動日 28(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 280(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 
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生物季節調査 3.10.17.24 各木曜日 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 6（日） 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

耕地管理（田の耕耘・水路整備） 2（水）,9（水）,16（水） 9:00～ 里山サテライト 里づくり 

※里と森の教室（落葉かき・水路整

備・正月準備等） 
6(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） 5(土),8(火),19(土),22(火) 9:00～15:00 里の作業小屋 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 2(水),13（日）,23（水） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント・お正月準備  20(日) 9:00～14:30 
 

里山サテライト 里山文化 

全体活動日 26(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 26(土) 12:30～14:00 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）持ち物 弁当･飲料水 

★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/ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 

お問い合わせは、火～金午前 9 時
より 12 時までにお願いします。 

 

海上の森の会 検索☚ 

 

★新型コロナウイルスの防疫のため

予定を変更することがあります。 

 


