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海上の森の会について思うこと 

はじめに 約 30 年前の 1990 年海上の森が万博候補

地とされ、その後、会場構想の縮小、海上の森の食物

連鎖の頂点としてのシンボルである絶滅危惧種オオ

タカの営巣の確認、自然保護の機運の高まり、青少年

公園（現在のモリコロパーク）への会場計画変更など、

紆余曲折の後の海上の森の大部分が残されることと

なりました。海上の森の会は「里山学びと交流の森づ

くり」などの議論を経て 2004 年 12 月設立され、そ

の翌年 2005年３月に第 1回通常総会が開催されまし

た。時を同じくして同年３月「自然の叡智」をテーマ

として愛知万博（愛・地球博）が開催されることとな

りました。 

その後 万博を契機にこの地区に莫大な資金と人材

が投入され、世界に向けて自然保護、環境問題などが

発信され、これまで人が訪れることも極めて少なか

った「海上の森」がその名前のユニークさも相まって

一躍脚光を浴びました。その後、里山サテライトの完

成、あいち海上の森条例制定、あいち海上の森センタ

ー開所、ため池プロジェクト、全 10回に渡り毎年開

催された「人と自然の共生国際フォーラム」などを経

て現在に至っています。 

現在 会としてはその後、あいち海上の森センター

の協働関係団体として充実させるため、2009 年 11月

NPO 法人格を取得し、当初は 10 グループの活動があ

りましたが、現在は整理統合して５グループで活動

しています。会の活動財源は主に県からの受託事業

費によるものですが、14 億と言われた万博余剰金を

根拠とした各種助成金等も 10年経過を機に終了とな

り、会の収入も当初に比べて約 10分の 1程度に減収

となってきました。会員数も減少しましたが、現在も

約 100 名の方に会を支えていただいています。流行

に流されることなく、健康上等の理由で去られた方

を除くとして、現在の会員の方は真に海上の森を大

切に考えていただいている方であると感じています。 

これから 上記のことからも会の運営に関して大き

く見直さなければならない時期かもしれません。私

は個人的には自然調査グループに所属をしています

が、近い将来、子供向けの講座が立ち上がる予定で

す。未来を担う子供たちに自然のすばらしさ、海上

の森のすばらしさ・楽しさを伝え未来に繋げたいと

無償ボランティアを申し出てくれています。海上の

森は都市近郊にあってこれほど雑木林、人工林、草

地、農地、人工の池、湿地、竹林などの多様な環

境、それに伴う多様な生物を育む森は稀有といえま

す。会の掲げる目的を 50年 100年と未来に伝え、

繋げていくことは会の使命ではないでしょうか。か

く言う私

も体力的

に活動に

参加でき

なくなっ

たとして

も会員と

して支え

続けたいと思っています。 （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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☆第４回あいち海上の森フォーラムを開催 

去る 11月１日、ウインクあいちで「第４回あいち海上

の森フォーラムのシンポジウム」を開催しました。 

今回も昨年に引き続き SDGｓをテーマに、「海上の森か

らの報告」と「遺伝子解析から生物多様性を守る」との基

調講演、パネルディスカッションを実施しました。 

 

名古屋工業大学の増田理子先生からは、ギフチョウが

減った海上の森でスズカカンアオイの全個体調査の結果

や、再生の方法、湿地の保全のため、立木を全伐採し、表

面のミズゴケを全部取り除いた結果、湿地が再生できた

経過などの報告がありました。 

名古屋産業

大学の長谷川

泰博先生から

は、菌従属栄養

植物の紹介と

生育の状況、50年生ぐらいのヒノキ林など、少し成熟し

た森林を好むため、明るい林に生育する貴重種との共存

をどう考えていくかなどの報告がありました。 

 基調講演では、京都大学の井鷺裕司先生から、遺伝子解

析で生物多様性を守る様々な手法が紹介されました。特

に、水や糞をゲノム解析することで、そこに生きている動

植物が特定できたり、鳥が食べたも

のを特定でき、保全に生かせる、ま

た、貴重種にどれだけ有害な遺伝子

が含まれているかを知ることで保全

策が考えられる、など興味深いお話

がありました。 

最後に、京都大学の川井先生、マリ クリスティーヌ会

長を交えてパネルディスカッションを行いました。 

コロナ禍ではありましたが、例年より多くの方に来場

いただき盛況でした。    （事務局長 浦井 巧） 

あいち海上の森フォーラムに参加して 

2005年の愛・地球博の継承事業として「人と自然の共

生国際フォーラム」に 2007 年から 10 年間ずっと参加し

てきました。その取り組みを継承し、人と自然が共生する

社会創りに向けた議論・発信を多様な主体が参加してつ

くりあげて行くために 2016 年 11 月にあいち海上の森フ

ォーラムが設立されましたが、この設立総会にも参加し

ました。あいち海上の森フォーラムの主な活動は専門家

を招いたシンポジウムや多様な主体が実施する活動との

共生ネットワーク促進事業や、報告書づくりなどです。専

門家を毎年呼んでシンポジウムを開くという意義はとて

も大きいと思います。海上の森におもいのある人たちの

意見を聞き、海上の森の現状を踏まえどんなシンポジウ

ムにするか議論し、専門家と交渉するんですからたいへ

んな仕事だと思います。たくさんの人たちの努力によっ

て昨年より一層内容の濃いシンポジウムになったと思い

ます。 

私にとって第１部「海上の森からの報告」において増田

先生、長谷川先生からの報告は、実践・調査に基づいた専

門家の報告で、植生遷移の進み具合によって生育環境に

どんな変化が見られそれに適応した具体的な植物の特性

の解説がとてもわかりやすかったです。植生遷移の進み

具合によって貴重な植物の種類も異なり今後の海上の森

をどうするかの話題提供だったと思います。 

第２部「SDGｓシンポジウムⅡ」の基調講演で井鷺先生

からは遺伝子解析による視点から生物多様性の重要性を

一般の人向けにわかりやすく話されましたが、後半は専

門的になりました。 

感染症対策として定員を減らしZoomアプリによるリモ

ートでの参加も新しい取り組みとなりました。シンポジ

ウム終了後だれでも参加出来ると好評の意見交換会は残

念ながら中止になりました。     （大谷 敏和）  

海上の森は緑色まで遷移が進んでいる！ 
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☆企業連携 

カルビーの取組み 

カルビーは 1949年に広島で創業した食品企業です。全

国に工場・支店等の拠点があり、それぞれの地域で必要と

される社会貢献活動を行っています。海上の森様と 2012

年に覚書を締結して以来、従業員が森林保全活動、里山保

全活動をさせていただいており、これらを守ることの大

切さを学ばせていただいています。里山活動で収穫した

さつまいもの一部は交流のある児童養護施設に届けてい

ます。 

カルビーは中期経営計画において、2030年までに温室

効果ガスを 30%削減する目標をたてています。海上の森の

活動が地域の環境を守ることにつながれば幸いです。（写

真：2016年看板設置時に撮影） 

 

（本社 サスティナビリティ推進室 社会貢献委員会 

二宮 かおる） 

 

☆他団体との交流 

海上の森運営協議会 

令和２年度の第１回海上の森運営協議会が９月 18 日

（金）午前 10 時から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。開催に当たり海上の森運営協議会

開催要領の規程により各委員により高野雅夫委員（名古

屋大学大学院環境学研究科教授）を座長に互選し協議に

入りました。最初に報告事項として体験学習、自然環境調

査、企業連携、海上の森アカデミーなどの保全活用事業の

取り組み状況やシデコブシ・スミレサイシン・ギフチョ

ウ・湿地などの保全に取り組んでいる自然環境保全地域

維持管理事業について説明がありました。 

その後海上の森保全活用計画 2025 の進捗状況につい

て、計画に従い順次進捗しているとの説明がありました。 

最後にその他の協議事項として、私から以前より海上

の森において捨て猫問題があり、更にその猫に対して複

数の県民によるエサやりに関して県民同士のトラブルが

あること、また、それに伴い繁殖がみられるとの状況を委

員に説明し、それに対しセンターより立て看板等の設置

などにより指導したいとの回答がありました。 

               （理事長 石川明博） 

せと市民活動連絡会運営会議 

交流フェスタ 2020の開催 

10 月 11 日に、せと市民活動連絡会最大のイベントで

ある「交流フェスタ 2020 inパルティせと」が瀨戸駅前

パルティせと市民交流センターで開催されました。 

コロナ禍での開催なので、その対策には万全を期す必

要があり、まずは三密を避けることが前提となるため、参

加者も予約制にして91名と例年に比べれば大幅に縮小し

ました。コロナ渦の状況では集客問題は考えず、それでも

開催できる方法を模索し、以下のようなイベントの実現

をめざしました。 

対談：（収録映像）公立陶生病院感染症内科 武藤義和先

生 

 武藤先生に聞きたいことを事前に確認し知りたい情報

を伝える。市民活動をして行くうえでの注意点のアドバ

イスをいただく。 

ステージ：発表に際して条件を設け、ゲストステージの

みとする。 

パネル展示：活動の紹介 

 コロナ渦での活動や工夫。コロナ関連情報。 

 今回のコロナ渦で何に困ったかなど現状を記録として

残す。 

市職員との交流会 

11 月 20 日には「まちづくりのための協働理解講座」

で、谷口功先生（椙山女学園大学人間関係学部、地域社会

学）の「住みよいまちを考える」という講演がありました。 

この講演では瀬戸市の目指す都市像として打ち出され

た「地域に住まう市民が自立し支え合い笑顔あふれるま

ち」（第６次総合計画）をめざすため、地域コミュニティ

ーの期待、ご近所意識を育てる、色々とこじつけて楽しみ

ながらコミットする、まちを居場所にするといったこと

が具体的に提案されました。これからの森の会にとって

も参考になる有意義な講演でした。 

             （理事 出口 なほ子） 

 

☆おもな会議と活動の記録 

推進会議 
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令和２年度第１回（６月 26日） 

・ダンロップとの今年度の企業連繋は具体的な打ち合わ

せがまだ行なわれていないが、実施されれば間伐材によ

る杭（シイタケのホダギ）作りを予定することになる。 

第２回（７月 25日） 

・センターから海上の里のイノシシ除けワイヤーネット

柵の補修作業の委託要請があり、受けることにする。 

第３回（８月 22日） 

・トラクターを作動中にクラッチが故障した。修理する

か、中古を購入するかを検討することになる。 

・あいちサトラボ里山開拓団の収穫祭は新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、例年行なってきた他のグルー

プへの呼びかけを今回は行なわないとのことになる。 

第４回（９月 26日） 

・作業中に故障したトラクターの補充を今年度は行なわ

ず、必要なときはどこかから借りて来て行い、借用料を支

払うことにする。あわせて里と森の教室の耕作地の見直

しをセンターと里づくりグループで話し合うことになる。 

第６回（11月 28日）＊第５回略 

・イノシシ除けワイヤーネット柵の補修作業は全体活動

日として行ない、作業の完了は３月末日で、全体活動日を

12月～３月までに４回設定することが決まる。 

・正月準備は、センターから新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、会員限定にして欲しいとの申し入れがあ

ったので、そのようにしたい。 

全体活動日 

８月 22日（土） 参加者７名 畑及び畑周辺の草刈り・

ダイコン、ニンジンの種蒔用畝作り。 

９月 26日（土） 参加者５名 畑周辺及び通路、休耕田

の草刈り・インゲン、キュウリ棚の撤去。 

10月３日（土） 参加者 33名 稲刈り・稲架掛け（下田

の全部の田、弘法堂前下の田のウルチ米）。 

10月24日（土） 

参 加 者 ９ 名 

サツマイモ掘

り・もち米藁の

稲架掛け。 

11月28日（土） 

参加者 7 名 

イノシシ柵補

修工事個所の

調査・七畝の川

側の笹刈り。       （リーダー 原田 幹雄） 

地域発！関連団体の紹介 

日進里山リーダー会 

 ３月桜には少し早い季節、日進市のほぼ中央にある北

高上緑地ではコバノミツバツツジの開花を迎える。５千

本のコバノミツバツツジ群落を見ようと、日進市内外の

家族づれや、友達を誘い合ったグループが北高上緑地を

訪れます。今年は新コロナ禍で毎年恒例のコバノミツバ

ツツジ祭りは中止になりましたが、多くの人達がこんな

身近な所に樹木以外は何もないがコロナ禍を忘れさせる、

気分転換には持ってこいの里山が改めて見直された年に

なりました。 

 日進里山リーダー会は、平成 15年当時の日進市水と緑

の課が主催した「里山保全リーダー養成講座」第 1 期生

を中心に結成されました。以降毎年の講座受講生や日進

の里山に興味を持った市民（多くは定年退職者）が身近な

日進の緑の里山を守り、後世に残そうと奮闘しています。 

 会の行事は、北高上緑地を中心に４月「コバノミツバツ

ツジまつり」に始まり、タケノコ掘り体験、春・秋の樹木

観察ツアー、竹炭焼き、ミニ門松作り、シイタケ菌打ち、

等々。日進市総合運動公園四季の森では夏と秋に親子里

山体験を実施しています。これらの行事は日進市との共

催になります。 

 会では毎週北高上緑地内の全てのコースの巡回、これ

には数名の会員が交代で参加して、緑地の樹木の季節の

うつろいを観察しながら、市民が安全に楽しく過ごせる

ように点検します。月 1 回は園内の維持管理作業に汗を

流します。 

 今年は炭焼き窯を更新し 11 月に新窯火入れ式を実施、

竹炭焼きは 171 回目を迎えました。来年は新コロナを乗

り越えて「コバノミツバツツジまつり」迎えたい。 

（日進里山リーダー会 西尾 克明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コバノミツバツツジ群落を巡回 

10月 3日の稲刈り 
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  美しい甲虫 その３ カミキリ、タマムシ以外の仲間  森づくりグループ 布目 勝 

甲虫は多種多様、この森にはカミキリやタマムシ以外にも美しい種類が生息しています。 

代表格はハンミョウとアカガネサルハムシですが、他も紹介します。 

カミキリ、タマムシ以外の美しい甲虫 

NO 種  類 見つかる場所 体長 mm 時期月 数 見どころ 

１ ハンミョウ 日当たりの良い林道路面 18 ５、８ 少 極彩色の虫ハンター、別名ミチオシエ 

２ アカガネサルハムシ ブドウ類、エビヅルの葉上 ６ ５～７ 中 宝石の様に赤緑色に輝く 

３ イタドリハムシ イタドリの葉上 ７ ４～５ 多 テントウ虫に似るが触角が長い 

４ アオカナブン コナラ、アベマキの樹液 26 ７～８ 少 エメラルドグリーンの輝き 

５ キンジョウカイ ガマズミの花、灌木の葉上 20 ５～６ 少 赤紫の輝き、実は肉食でドウモウ 

６ カメノコテントウ アリマキがいる草、木 10 ４～５ 少 大型のテントウ。模様が面白い 

７ アオハムシダマシ 灌木の葉上  ８ ５ 少 小型だがグリーンの輝きは絶品 

８ ナガニジゴミムシダマシ 朽木の樹皮の中 10 ４～６ 中 虹色の模様は個体毎に異なる不思議 

９ ルリツヤハダコメツキ 枯損木の幹 18 ６～７ 少 深いコバルト色に輝く 

10 オトシブミ コナラ、アベマキの新葉  ８ ５～６ 多 形がユニーク。葉巻のユリガゴを作る 

 

 

 

 

 

 
１．ハンミョウ           ２．アカガネサルハムシ       ３．イタドリハムシ        ４．アオカナブン 

 

 

 

 

 

 
５．キンジョウカイ          ６．カメノコテントウ      ７．アオハムシダマシ     ８．ナガニジゴミムシダマシ 

 

 

 

 

 

 

９．ルリツヤハダコメツキ                10．オトシブミ           
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自然調査グループ・生物季節調査                                                                                                                              

秋になってもコロナの影響が出ており、里と森の教

室の稲刈りに調査グループのメンバーも参加応援しま

した。春の田植え同様に参加したメンバーは里づくり

グループ、森づくりグループの応援メンバーと初めて

の交流もありました。 

・今年も色々な草花が咲きましたが、株数の少ないツ

チアケビ、ヤマジノホトトギス、センブリの盗掘があ

りました。海上の森センターにはその都度連絡し、セ

ンターの職員が注意看板を掲示していますが悲しい事

です。 

・例年 愛知県自然環境課と行なっているスミレサイ

シン地の草刈りを 10 月 15 日に、屋戸湿地の草刈りを

11 月 19 日に行ないました。屋戸湿地は湿地内にある

立木をセンター職員に伐採してもらいました。来春に

はスミレサイシン、ハルリンドウ、夏にはサギソウが

美しい花を見せてくれるでしょう。 

また、湿地では愛知県自然環境課と名古屋工業大学

とで一部

の表土を

取り除き

湿地再生

実験が行

われてい

ます。５

年、10年

後 の 姿

が 楽 し

みです。 

・ 春 か

ら 始 め

て い る

自 然 ウ

ォ ッ チ

ングは今年も多数の参加者で毎回盛況でした。今年の

最終 12 月も天候が良かったこともあり、20 人以上の

参加者がありました。常連の人が多数ですが数回程度

の人もおられます。参加回数の少ない人も「来るたび

に新鮮だし、昆虫、植物のことが分かって面白い」、常

連の人は「草、樹の花、実ほか種々の特徴が分かって面

白い」との感想です。 

森の会の皆様も「海上の森ってどんな所」が分かる

自然ウォッチングに参加しませんか。 

（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６日に第８回目の開催をもちまして、今年の「里

と森の教室」を無事に終えることが出来ました。今年

は新型コロナウイルスの感染が広がり、県から 30名以

上の集団の行動は自粛するように要請があり開催その

ものが危ぶまれていましたが、６月 19日に自粛解除と

なり、変則的では有りますが開催することが出来まし

た。センターには開催にあたって三蜜（密閉・密集・密

接）を避ける方法等指導して頂き大変感謝しておりま

す。今日が最終日という事で参加者の皆さんにアンケ

ートを取らせて頂き貴重な意見・ご要望を頂きました。

今後の活動に活かしていきたいと思います。最後にな

りましたが各開催日の参加人数と作業内容を報告しま

す。 

第３回：８月 23日参加者 31名（16家族）スタッフ

11名。サトイモ、落花生畑の草取り、ニンジン・ダイ

コンの種蒔き、ナス・ピーマン・スイカ・カボチャの収

穫。30度を越す気温の中での作業でした。 

第４回：９月 27日参加者 33名（18家族）スタッフ

14名。サツマイモ掘り、間伐体験。間伐体験では稲架

杭 40本製作しました。 

第５回：10 月４日参加者 32 名（17 家族）スタッフ

15名。稲刈り、稲架掛け。七畝の田は稲刈りと稲架作

りを同時進行して稲架掛けをしました。 

第６回：10月 18日参加者 30名（15家族）スタッフ

15名。稲の脱穀。 

第７回：11 月１日参加者 23 名（13 家族）スタッフ

14名。サトイモ掘り、サトイモの種芋の保存、燻炭作

り、稲架の撤去作業、タマネギ苗の植え付け。 

第８回：12 月６日参加者 31 名（15 家族）スタッフ

15名。水路整備、落ち葉かき、落ち葉を散布（七畝の

田、弘法堂前上、下の田）、サテライトの清掃作業。 

また 11 月 22 日の収穫感謝祭には 33 名（15 家族）

の方が参加され餅つき、のしもち作り、焼き芋作りに

活躍して頂きました。 

（リーダー 原田 幹雄） 

屋戸湿地の草刈り 

スミレサイシン地の草刈り 

稲刈り・稲架掛け  サツマイモ掘り 
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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・間伐は

前期ではコロナ禍のために滞っていましたが、今期は

体温測定や３密を避けるなどのコロナ対策を行いなが

ら活動したため、順調に進捗しました。 

企業連携はコロナ禍のため各社自粛されましたが、

カルビーのみ 11月 29日に少人数(11人)で間伐活動を

行いました。 

また、今期は通常の活動以外の活動はありませんが、

長年にわたり整備してきたコアジサイ群生地では 5 月

に薄紫色の花が咲き誇り楽しませてくれ、12月半ばに

は葉が色づき黄色一色、２度楽しませてくれました。 

     （グループリーダー 杉浦 元保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木工芸教室 

〝大き過ぎかな！ 巨大深鉢完成“ 

長径 45cｍの巨大深鉢をわずか１ヶ月で完成させた

のは山内さん。無垢のヒノキ造りでどこか神々しさが

漂う。感想を尋ねると「無い！材料があったので彫っ

ただけ！」。

一見 

無愛想な

返事だが、

熟達の域と

い う も の

か。 

作品は１

Ｆコーナー

に展示しましたので御覧ください。 

 (リーダー 布目 勝） 

里山文化グループ・里のくらし 

 今年の里のくらしの活動は自粛ばかりで、10月３日

の「里のお月見」が最初の行事でした。それも 11月の

「収穫感謝祭」が新型コロナウイルス禍でも実施出来

るかどうかのテストケースを兼ねていました。センタ

ーで月見用の「だんご」を作りました。これはサテライ

トの冷蔵庫に残っていた「あん」・「もち米」の活用が主

目的でした。他

にも「うるち米」

の活用も会員の

皆さんに協力い

ただきました稲

刈りの日の弁当

に利用したりし

ました。 

里の月見のお

陰で、収穫感謝

祭は規模を縮小

して 11 月 22 日

に無事開催する

ことができまし

た。「里と森の教

室」の生徒が 15

家族 33 人、会員 22 人、センター職員 11 人の合計 66

人でした。恒例の餅搗きは 25臼で、のし餅のみとしま

した。大鍋も牛肉の芋煮のみで、石焼き芋は 200 本用

意しました。感染防止のため、のし餅、芋煮、石焼き芋

はすべてスタッ

フが用意し、引

換券と交換しま

した。 

12 月 20 日の

正月準備は会員

限定で行なわれ

ました。 

サテライト維持管理 

草だけは、いつもと同じく良くのびました。おまけ

に裏の土手はイノシシ被害に合い、全面ボコボコに掘

り起こされ水路掃除も大変です。来年は草刈り作業を 

どのようにしたら良いのか思案しています。皆さんの

ご協力をお願いします。 

 先日サテライトの生け垣の山茶花をセンターの澤田

代理に綺麗に剪定していただきました。 

 （グループリーダー 出口 なほ子） 

 

コアジサイ群生地の様子(上：5月、下：12月) 

 

里の月見 

収穫感謝祭 

正月準備 

正月準備の写真 
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海上の森の会 活動予定 202１年１月～４月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 担 当 

１ 

 

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

耕地管理(燻炭作り、耕作畑、柿畑の

整備） 
6(水）,13(水）,23(水） 9:00～ 里の作業小屋 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 製材小屋前 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 6(水),10(日),27（水） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

四季のイベント・正月行事とドンド

（会員限定） 
9(土) 9:00～14:30 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) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

２ 

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

耕地管理（畑の溝さらえ、タマネギ畑の草

取り、追肥、水路整備） 
3（水）,10（水）,20（土） 9:00～ 里の作業小屋 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 製材小屋前 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 3（水）,14(日).,24(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) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

３ 

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

耕地管理（水路整備・畑耕耘・ジャガイモ

の植え付け） 
3(水),10(水),17(水) 9:00～ 里の作業小屋 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 製材小屋前 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 3（水）,14(日).,24(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 27(土) 9:00～14:00 里山サテライト 里山文化 

全体活動日 20(土) 10:00～12:00 里の作業小屋 事務局 

推進会議 20(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

４ 

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 

★子供対象新規講座「森で遊ぼ！」 
4（日）（同時開催） 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

耕地管理（未定）  

 

 里の作業小屋 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 製材小屋前 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 

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 

※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（要確認）  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 

問い合わせ時間、火～金、9 時
より 12 時まで。 

 

Home Page /ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 

海上の森の会 検索☚ 

 

★新型コロナウイルスの防疫のため予

定や対象者を変更することがあります。 

 


