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令和３年度の初めに思う 

昨年度は年度当初から新型コロナの感染拡大によ

り総会をはじめ当会の多くの事業が影響を受けまし

た。それでも室内の活動に比べ、多くが屋外活動であ

るため、他では中止を余儀なくされる中、感染防止対

策に努めて形態を変えながら実施してきました。幸

い会の関係者からの感染情報は伝わってきませんで

した。今年度も新型コロナワクチンの配布接種予定

が遅れ、まだまだ予断を許さない状況で、通常の社会

活動に近い状況に戻れるのはまだ先になりそうです。 

今年度の新たな取り組み 

一つは海上の森は自然の叡智・自然との共生をテ

ーマとした愛知万博記念の森として、森林、農地、宅

地、池、湿地など多様な環境を持った多くの動植物を

育む都市近郊にある貴重な森です。この森を 100 年

後の子どもたちに伝えていけるよう未来へ向け

て文化や自然を守り、継承していく活動は「プロ

ジェクト未来遺産」として会の活動は登録されて

います。この活動をより充実させるため子供を対

象とした「森であそぼ！」を年 3 回開催すること

にしました。  

 もう一つは、当会は以前から尾張北部生態系ネ

ットワーク協議会に加入しています。この協議会     

 

は愛知県が生態系ネットワーク形成を推進するため

に、県内を 9地域に区分し地域ごとに大学やＮＰＯ、

企業、行政等からなる組織を設置していて、その内の

1 区分です。生態系ネットワークとは、生物多様性を

守っていくために、同じタイプの自然や異なるタイ

プの自然がネットワークされていることとされてい

ます。当会は前記 9 地域を見ると尾張北部以外に東

部丘陵ネットワークの区域に存在します。当区域協

議会の構成員は近隣の東京大学演習林（生態水文学

研究所）、名古屋大学、名古屋工業大学はじめ 23 大

学と、行政を含めたその他の 18 団体です。これらの

団体のうち海上の森を研究フィールドとする大学や

企業などが何団体もあります。過去にはこれらの大

学や企業等と協働で屋戸湿地の保全に取り組んだこ

ともあり、東部丘陵生態系ネットワーク協議会に所

属することはより自然であり、より望ましいことと

考え、昨年末協議会の幹事会にて承認され加入する

ことになりました。 

最後に 

 今後も各グループが常に現在より質の高い活動を

目指し、日々知識を積み重ね、技術を向上させ、海

上の森の大切さ素晴らしさを発信していきたいと思

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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;;;田んぼの取水口の改修 

米作りには水は欠かせない重要なものである。海

上の田はおもに南と北を西に流れている２本の谷川

から水を取り入れており、過去には渇水期にこの水

の奪い合いがあったと聞く。今では米作りをする農

家も少なくなり、田の作付面積も大幅に減った。 

里づくりグループが現在利用させて頂いている田

の水は南北に流れている２本の谷川に幾つかあった

うちのそれぞれ１ヶ所に作られた水の取り入れ口

(以下、取水口とする)から取り入れている。この取

水口は長年の使用で老朽化していたため改修するこ

とになったので、取水口の作製方法を書き残すこと

にした。 

以前の取水口には水漏れ対策や溜まった土砂の取

り出し方法など苦労して作られた跡が垣間見られる。

今回はこれらを参考にし、水の管理労力を減らすた

めの工夫も加えた。 

１）通称“下田”の取水口は南側の多度川に作ら

れており、図 1(左)のように、取水口と土砂を取出

すためのパイプ(川上側に蓋をしたもの)とを設置し

た後、土嚢を積み上げダムとしたもので、土砂が溜

まって取水口が詰まったら、パイプを掘り出し蓋を

外して土砂を流し出す方式であった。この方式では

大雨の度に土砂を掘り出すことになり、大変な労力

を要していた。 

そこで、“土砂が溜まるなら溜まったままに！”

という発想で改修を企てた。即ち、図 1(右)のよう

に、隔壁で囲ったポケット内に取水口を設置し、隔

壁をオーバーフローさせることで流水のみをポケッ

ト内に導き、土砂は主流側の川底を浅くすることで

流してしまうという方式とした。 

具体的には、取水口を取付た後に、取水口より川

下に厚板と土嚢でダムを作った。その時土砂が流れ

易いように主流側の厚板を若干低くした。次に、主

流と取水口を分けるための隔壁を畔シートで作った。

ここで、隔壁はダムより２cm程度低くし水のみが取

水口側に流れるようにした。更に、主流側は土砂が

流れ易いように土嚢で埋め川底を浅くした。また、

水漏れ対策として、厚板と川の壁面をブルーシート

で覆い、その上に土嚢を敷いた。この改修により、

大雨があっても取水口側に入り込んだ土砂を掻き出

すだけで良く、管理労力が少なくて済むことになる。

今回作製した取水口の写真を図２に示す。 

 ２）通称“７畝の田”の取水口は北側の海上川に 

         
         改修前             改修後 

図１ 下田の取水口の改修前後 

 

図２ 下田の取水口の改修後の写真 

作られており、図３(左)のように、土嚢でダムを作

ったものに取水口を通したものであった。土砂が溜

まって取水口が詰まったら、土砂を掘り出すか、ダ

ムを崩して土砂を流し出す方式であった。この方式

でも大雨の度に土砂を掘り出すことになり、大変な

労力を要していた。 

こちらも“下田”の取水口の発想を踏襲して図３

(右)のように、厚板と土嚢でダムを作った後、畔シ

ートと土嚢で隔壁を作り、そのポケット内に取水口

を設置し、主流側は土砂が流れ易いように土嚢で埋

め川底を浅くした。今回作製した取水口の写真を図

４に示す。   

    
      改修前                 改修後 

図３ ７畝の取水口の改修前後 

 

図４ ７畝の取水口の改修後の写真 

今回の改修が最善かどうかは今後検証されるべき

で､不都合が出たときは、よりよい方策を検討させて

頂きたい。  （里づくりグループ 杉浦 元保） 
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☆企業連携 

カルビーの取組み 

今年度の企業連携は新型コロナウイルス禍の影響で、

各社中止されている中カルビーのみ活動されました。６

月にジャガイモ掘り、９月にサツマイモ掘り、11月に間

伐活動が実施されました。そして、今年３月 13日(土)に

ジャガイモの植付けを予定していましたが、雨のため中

止になりま

したので、

３月 18 日

(木)にスタ

ッフのみで

植付けを実

施しました。

昨年と同様

に豊作にな

ることを願っています。 

後日談：数日後種芋が数個畝間に転がっていました。誰

のいたずら？ カラスでしょうか？ 

（企業連携リーダー 杉浦 元保） 

 

☆他団体との交流 

海上の森運営協議会 

 令和２年度第２回の海上の森運営協議会が本年３月 16

日あいち海上の森センター３階にて開催された。 

初めに栗田所長・座長高野雅夫委員（名古屋大学大学院

環境学研究科教授）より挨拶の後、令和２年度海上の森保

全活用事業の取り組み状況（里と森の教室、調査学習、海

上の森アカデミーなど）、海上の森自然環境保全地域維持

管理事業（シデコブシ・スミレサイシン・ギフチョウ・湿

地の保全など）について報告され、続いて「海上の森保全

活用計画 2025 の進捗状況」「令和３年度海上の森保全活

用事業の実施計画」について協議された。委員からは湿地

保全に関する現状の問題点、毎年実施される年間予算の

減額ついて質問され、これに対し湿地近くに残置した除

伐材の問題点に関しては今後移動する場所の検討を行い、

出来るだけ速やかに除去したいとの意向が示された。次

年度年間予算減額は今年度の新型コロナ禍の影響が大き

くあるとの説明があった。 

最後に海上の森アカデミーに一部参加された座長から

大変熱意のある参加者が多くあったとの感想が述べられ

て協議会が閉会された。   （理事長 石川 明博） 

 

せと環境塾運営協議会 

瀬戸市の令和２年度第２回せと環境塾運営協議会はコ

ロナ対策のため会議は行われませんでした。 

メールによる資料の配布、令和２年度前期講座の実施

報告、どの様なコロナ対策をして認定講座を実施してい

るかのアンケート、瀬戸市が計画しているオンライン講

座に対する意見募集等でした。 

森の会の令和３年度前期講座として、 

①四季のイベント、②自然ウォッチング、③森であそぼ、 

の３イベントを登録申請しました。 

        （自然調査グループ 曽我部 紀夫） 

 

せと市民活動連絡会運営会議 

コロナ禍のなか、「正しく知って、正しい対応」をモッ

トーに、規模を縮小して活動を継続しています。 

 なかでも、「協働を理解する講座」は、行政の若手職員

と市民との話合いの場になっており、とても勉強になり

ました。 

 ３月には高浜市の町作りの皆さんをお招きして話合い

をしました。いろいろな取組みをしてみえました。大人か

ら子供まで一緒になって活動に取り組んでおられること

がよく分かりました。    （理事 出口 なほ子） 

 

生態系ネットワーク協議会 

現在当会は、尾張北部生態系ネットワーク協議会に所

属しています。本年３月 17 日総会が行われましたが、所

用にて参加することができませんでした。議題は今年度

活動の総括。次年度に向けての課題整理として、何をとら

え、どう進め、どこに向かうかということに関しての議題

であったようです。他の検討は、共同活動の設置として、

①貴重・希少種情報の収集調査（マメナシ他）、 ②水鳥の

渡り鳥の飛来情報収集（キンクロハジロ、ミコアイサ等）、 

③各市における拠点活動への参加（各市より提案する）な

どを挙げ、 例として「犬山では大黒池～橋爪池流域ビオ

トープ」が示されたようです。自然環境課からは 愛知目

標（短期目標と長期目標）についての提案があったそうで

す。詳しいことは後に議事録が作成されるのでそれを待

ちたいと思います。 

東部丘陵生態系ネットワーク協議会に関して昨年 12

月 21 日の協議会幹事会にて当会の入会が承認され同日

付で会員となりました。当協議会は東京大学（赤津演習

林）や名古屋大学をはじめ多くの大学、近隣市町村が会員

であり、愛知県に９つある協議会の中心的な役割を果た

ジャガイモの植付け 
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す生態系ネットワーク協議会であると思います。

 

 

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/292041_107342

6_img.bmp             （石川 明博） 

 

☆おもな会議と活動の記録 

理事会 

令和２年度第２回理事会を３月 26日（金）9：00～10：

30に開催しました。議題の令和３年度事業計画、次期理

事、総会の開催形式について検討しました。総会に関して

は、現在のコロナ禍の状況から令和２年度と同様に大勢

集まるのを避け書面による決議の形で開催することとし

ました。次年度計画は各グループより提示してもらい、作

成することにしました。主な新規計画として子供向けの

講座「森であそぼ！」を年３回開催することにしました。

理事については退任新任の検討をしました。 

                 （石川 明博） 

  

全体活動日 

昨年末サテライト横の小川の上流の耕作地がイノシシ

に侵入されたため、補修と柵の嵩上げなどを行いました。

これを機に本年１月弘法堂より下の耕作地など、その他

の場所も点検

し、必要と思

われる個所の

補強や嵩上げ、

軟弱地盤にあ

る柵の移設な

どを行いまし

た。この作業

はセンターの配慮により受託事業と位置づけ、主に全体

活動の一環として行いました。      （石川 明博） 

地域発！関連団体の紹介 

豊明二村山自然観察会と大狭間湿地 

大狭間湿地は現在「豊明二村山自然観察会」（以下観察

会）の有志メンバーによって保全されています。観察会は

二村山の自然―野鳥や動植物などの観察を参加自由で毎

月第４日曜日に実施しています（二村山は標高 71.8ｍの

山で古代より和歌に詠われ濃尾平野や御岳などの山麓が

見渡せる名勝地で鎌倉街道が峠越えに走っています）。 

大狭間は昭和40年代初めに放棄されたヨシなどの繁茂

する水田跡でしたが、昭和が終わる頃その一角に貴重な

動植物が生育する小湿地が見いだされました。平成に入

って現在ではほとんど引退した先輩メンバー達がその保

全･保護活動を始め、ヨシなどを除去して観察路を水田跡

全体に広げました。平成 11年の観察会の正式発足ととも

に平成 15 年に豊明市指定天然記念物になり、平成 21 年

からは市教育委員会と協定して保全計画を作成、実施し

ています。なお天然記念物指定当時、土地は市の借り上げ

でしたが、現在は市の所有となり永久的保存が可能とな

りました。今後、周りの森からの湧水確保が課題です。 

保全作業は一般道路から大狭間湿地までの長い導入路

や湿地内部の観察路の整備、湿地に侵入するヨシやササ

の除去、蔓延しすぎたミズゴケ類の間引きなど多岐に渡

ります。普段は月２回第２、第４土曜日に有志メンバーが

作業していますが、年１回 12月頃に市が枯れ草の全面刈

り取りを行います。 

普段は非公開ですが、年５日８－10月の土曜日、日曜

日に一般公開されます（近くにあるアカバナナガバノイ

シモチソウ自生地の一般公開とほぼ同時期です）。 

・植物 シラタマホシクサ（大群生）、サギソウ、ミズギ

ボウシ、カキラン、ミズギク、サワシロギク、スイラン、

サワヒヨドリ、ヌマトラノオ、モウセンゴケ、トウカイコ

モウセンゴケ、ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、コ

バノトンボソウ、ノカンゾウ、クロミノニシゴリ、コバノ

カモメヅル、ミカヅキグサ、イボミズゴケなど 

・動物 ハッチョウトンボをはじめとするトンボ各種、

ヒメタイコウチ、メダカなど  （幹事 倉田 紀男） 

大狭間湿地の全体図（２３６７㎡）と生育する動植物 

生態系ネットワークのイメージ 

 

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/292041_1073426_img.bmp
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/292041_1073426_img.bmp
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海上の森のシダ植物 常緑性のシダ（１）     生物季節調査担当 倉田 紀男 

 

シダというと皆さん「どれも同じような顔している」といって敬遠される方が多いようです。その原因はほ

とんどのシダの葉が同じように羽状に裂けていることや花が咲かないことが原因しているようです。しかしま

だ虫が少なかった古生代（2.5億年前以前）に大繁栄を遂げ石炭や石油のもとになったというのですから、現

在の私たちの生活、タキギを使わなくなったいわゆる燃料革命以後の生活の燃料基盤でもあります。だから重

要だと言うわけではありませんが、どこに行っても地際で沢山みかけるシダを私は見過ごす訳にはいかないと

思い、海上の森でもボチボチ観察を続けています。 

 

まだ初心者で判らないものも多いですが、駐車場からサテライトまで（林道含む）で冬に私でも判るありふ

れたシダを紹介します。類と付けているものはその中での種類が多く細かい判定が難しいものです（下の写真

は列挙順です）。 

 

①フユノハナワラビ 冬緑性で春には消えてしまいますが、このシダだけは「花が咲いている」と言って皆の

注目を集めます。花と言っているのは実は栄養葉の根元から伸びた胞子葉（写真では立っているもの）で胞

子がいっぱい付き白っぽく見えることもあります。 

②ホラシノブ 冬に紅葉し春になると緑になります。非常に細かく分かれた３－４回羽状複裂で裂片の先に胞

子嚢群を付けます。名前にホラとあり洞穴にもありますがやや湿った崖地に垂れ下がって群生しています。 

③ シシガシラ とても獅子頭には見えませんが、１回羽状複裂の葉が沢山輪生状に横に拡がったり垂れ下が

ったりします。胞子葉は別に中心付近から立ち上がります（写真では胞子を散布し終わったか白っぽく枯

れたようになっています）。 

④ノキシノブ 岩や樹木に着生するシダで短く細い単葉を数本たらしています。裏に大きく丸い胞子嚢群が数

個から 10個ほど付いています。58 号に続く 

 

 

    

①フユノハナワラビ ②ホラシノブ ③シシガシラ ④ノキシノブ 
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自然調査グループ・生物季節調査                                                                                                                              

１月の生物季節調査は、年末年始の休みとして 14

日から開始しました。寒い中ヒイラギ、ヤブツバキ

などが咲き始め、陽だまりではオオイヌノフグリが

良く目立つ瑠璃色輝かせ、続いてヤマウグイスカグ

ラ、マンサク、アセビが咲き、３月には湿地でハル

リンドウも咲き始め、続いて海上の森のシンボルフ

ラワーともいえるシデコブシも暖冬のため例年より

少し早く咲き始めて、間伐除伐の効果からか幼木ま

で花をつけ、屋戸川沿いでは見事に咲いていました。 

自然ウォッチング 

１月から３月まで休止していた自然ウォッチング

も例年通り４月から開始しましたが、生憎の雨模様

で中止としました。中止の連絡のため駐車場に集合

時間に行ったところ開催確認のため1名お見えにな

ったので丁重にお断りしました。 

こども講座「森であそぼ！」 

近年、子供だけを対象とした企画が無かったため、

今年度から子供向けの講座として 4/4，8/1、11/7 の

年３回の「森であそぼ！」という企画を開始しまし

た。生憎の雨模様でしたが強く降られることもなく、

７名の保護者と子供たち７名の参加者を得て、森で

楽しいひと時を過ごすことができ、参加者からはわ

ずかながら寄付もいただきました。 

  

      (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 

１月、２月、３月は令和３年度の「里と森の教室」

開催に備えて田畑の耕耘、日頃出来なかった水路整

備等を中心に作業を行ってきました。 

１月は、６日に燻炭作り・竹資材置き場の整理を

行いました。13・23 日と作業を予定していましたが、

天候不良と諸事情により中止しました。 

２月は 14 日に水田・耕作畑・休耕田の耕耘を行い

ました。耕耘した水田は七畝の田、弘法堂前上下の

田と下田の田です。27 日には全部の水田でケイカル

散布と水路整

備を行いまし

た。水路整備

は、七畝の田の

水路を整備し

ました。 

３月は３日

に下田の水路

整備を行いま

した。10 日は

ジャガイモの

植え付け用畝

づくり。企業連

携(カルビー)

もジャガイモ

の植え付けを

行うというこ

とで弘法堂前

の耕作畑にジ

ャガイモの畝

づくりを行い

ました。その他

に、タマネギ畑

の草取り、七畝の田への取水口の補修、休耕田の耕

耘、水路整備を行いました。水路整備は弘法堂前の

耕作畑横の水路で行いました。14 日はシイタケの菌

打ち、水路整備を行いました。水路整備は、10 日に

引き続いて弘法堂前の耕作畑横の水路です。17 日は

ジャガイモの植え付け、エンドウの植え付け及びネ

ット張りを行いました。 

 ３月 17 日を最後に今年度の活動は終わりました

が、まだまだする事が沢山あります。スタッフ全員

頑張って活動していきます。また今年度より毎月第

１・２・３週の水曜日を日曜日に変更します。第４

土曜日も活動していますので都合のつく方は是非参

加して我々と一緒に農作業をしませんか。待ってい

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 

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５年目)の通称“5.66ha ゾーン”の除伐・

間伐は、コロナ禍のため４、５月に活動を６回中止

燻炭作り 

 

田の耕耘 

水路整備 
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しました。その代わり、夏休みを２回返上し活動に

充てましたが、今年度の総活動回数と活動延べ人数

は共に前年度より少ない 34回(前年度 38回)と延べ

386人(前年度 416人)でした。 

今年度は通常の活動以外に、①海上砂防池に木製

ベンチ２基を作製、②大澤さんのプレゼンによる活

動の意義や効果などの勉強会を実施しました。 

企業連携はコロナ禍のため各社自粛されましたが、

カルビーのみ少人数で間伐活動を 1回行いました。 

（グループリーダー 杉浦 元保） 

木工芸教室 

“大作…できたよ！” 

やっと出来上がりました！ 桜の表皮は落とさず

アクセントに残そう！ 

頂いた木の大きさもそのまま活かそう！外側は少

し丸みを持たせて、内側はシャープに角をくっきり

つけよう、と一応の計画をたてた。 

さて、海上の森で生きてきたこの桜の魂に感謝し

つつ、一彫り一彫りをノミと格闘すること２年余り。

特に終盤の紙ヤスリかけでは、桜の木がきれいに仕

上げてほしいと訴えてきそうで気が抜けない。納得

のいくまで 150番から 400番を何度も行ったり来た

りして仕上げた作品である。 

森づくり活動にも参加していて、間伐や除伐をし

た木々もこうして木工作品の材料になり、我々は海

上の森の恩恵を受けていることに感謝する。 

 近年、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）がユニバ

ーサルな目標として掲げられている中、教室での作

品づくりは、微力ながらも森林の持続可能な管理の

一端を担っていると自負している。 

（西本 治美） 

 

里山文化グループ・里のくらし   

今年に入ってからも国の緊急事態宣言発令や県の

要請などで、「四季のイベント」は思うような活動が

できず、感染状況を見ながらセンターとの調整作業

を重ねてきました。 

 「里のひな祭り」は予定日の直前に緊急事態宣言

が解除されましたので、やることにはなりましたが、

規模が縮小され一般参加の行事は取りやめになりま

した。サ

テライト

でのオコ

シモノな

どのお供

えもの作

りはセン

ターでグ

ループの

スッタフ

が 行 な

い、それ

をサテラ

イトへ持

っていっ

て、サテ

ライトの床の間の前に供えました。大変な年度末で

した。 

 ５月５日の端午の節供は、サテライトで無事行な

えることを願っております。 

サテライト維持管理 

サテライトで行なっている草取りが冬場はなく、

スタッフが揃うこともありませんでした。スタッフ

は各自の鍵当番を粛々とこなしてまいりました。 

 コロナ禍でのことでもあり、サテライトを利用さ

れるハイカー等の皆さんは少ないと思っておりまし

たがことのほか多く、その分室内は汚れが目立ちま

した。   （グループリーダー 出口 なほ子） 

大沢さんのプレゼン 

センターでのオコシモノ作り 

サテライトでのひな飾り 
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海上の森の会 活動予定 202１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 6,13,20,27 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 2(日) 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

耕地管理(サツマイモ・サトイモの畝作り)

（水田の代掻き、田植えの準備） 

9(日),16(日） 

22(土）, 29(土） 
9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室（イモ植付、田植え） 23，30 各日曜日 9:30～14:30 里山サテライト 里づくり 

森林づくり（間伐作業） 1(土),4(火),15(土),18(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 5(水),9(日),26（水） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント・端午の節供 1(土) 9:00～14:30 里山サテライト 里山文化 

推進会議 22(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

第 12回 通常総会 15(土) 10:00～12:00 センター3F小会議室 事務局 

６ 

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（稲の手直し、水田・畑の草取り） 6（日）,13（日）,26（土） 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室(田の草取り) 20(日) 9:30～14:30 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 製材小屋前 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・ホタル鑑賞会 12(土) 17:30～20:30 里山サテライト 里山文化 

推進会議 26(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

７  

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（畦周り草刈り、水田の草刈り、

サトイモ畑の追肥・土寄せ） 
4(日),18(日),24(土) 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室(草取り、野菜の世話) 11(日) 9:30～14:30 里山サテライト 里づくり 

森林づくり （間伐作業） 3(土)6(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). 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

推進会議 4(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

８ 

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 

★子供対象新規講座 森で遊ぼ！ 

 

 

 

 

★子供対象新規講座「森であそぼ！」 

★子供対象新規講座 森で遊ぼ！ 

1（日） 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

★こども講座「森であそぼ！」 1（日） 9:30～14:30 センター駐車場 自然調査 

耕地管理（草刈り、大根、人参、ネギなど

の秋冬野菜用の畝づくり） 
1(日),8(日）,22(日),28(土) 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

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

推進会議 28(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（通常の場合）マイ食器、箸（各種）飲み物 エプロン等 

 

 

 

         

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 

 

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 

海上の森の会 検索☚ 

 
Home Page /ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 

★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。 

 


