
1 
 

海上の森保全活用計画 

＜はじめに＞2005年に「自然の叡智」をテーマに愛知

万博が開催され、海上の森は愛知万博の理念を象徴す

る森とされました。その後 2006年に「あいち海上の森

条例」が制定され、その条例に基づき 2006 年度から

2015年度を目標にした「あいち海上の森保全活用計画」

が策定されました。そしてこの計画に対して検証が行

われ、次の 10年の 2016年度から 2025年度を目標とし

た「海上の森保全活用計画 2025」（以後計画という）が

策定されました。 

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/23

2361.pdf 

＜現在＞この計画も現在半ばを折り返したところです。

計画のコンセプトは「つづける・つなげる・ひろげる」

とされており、「ひろげる」に関する記述には「NPO法

人海上の森の会について良きパートナーとしての協働

体制づくりに一層取り組んでいきます」とされ、他の

記述では「NPO 法人海上の森の会は海上の森の保全と

活用の取り組みを進めるうえで重要な存在となってい

ます」とか「NPO法人海上の森の会が毎週実施する生物

季節調査と連携し・・・重点的な調査を実施する」と記

述され、その他各所に当会の名称が引用されています。

計画の中には固有な団体の名称は当会と「あいち自然

ネット」しかありませんが、後者は現在解散し消滅し

ていますので計画の中で当会は固有の名称で表記され

ている唯一の団体です。 

海上の森は６つの地域に区分されており①施設ゾー

ン②ふれあいの里③生態系保護区域④恵みの森⑤循環

の森⑥野鳥・古窯の森とされております。当会の会員は

各区域で活動を行っていますが、中でも②ふれあいの

里は「海上の森での取組みの核となる区域」とされ、こ

こには最も多くの会員が配置され活動しています。こ

れまで述べてきたように重要と位置付けられた会の活

動は襟を正し、姿勢を正し、質の高い活動を目指してい

かなければなりません。幸い公益財団法人日本ユネス

コ協会連盟が行う未来遺産運動の「プロジェクト未来

遺産 2016」に登録され、我々の活動が「未来へ向けて

文化や自然を守り、こどもたちに継承していこう

と取り組む市民活動」として認められました。 

＜最後に＞しかしながら近年は、本庁からの予算の削

減を理由に毎年のように当会に対するあいち海上の森

センターからの委託事業費が大きく削減され当会の運

営を圧迫しています。こうしたことも理由の一つとし

て前年度末には里づくり所属の会員が大勢グループを

脱退してしまいました。「人と自然が共生する社会の実

現を目指す愛知万博の記念の森」を確実に将来に継承

するための保全をしていくために重要と位置付けられ

た当会の活動が委縮・縮小しないように多くの配慮を

頂くようにあいち海上の森センターに対して強く願う

ところです。      （理事長 石川 明博） 

 

✽９月18日（土）四季のイベント 里のお月見 
         里山サテライト（かたりべの家） 

✽11月21日（日）収穫感謝祭 
里山サテライト（かたりべの家） 
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☆総会を終えて 

今年度の総会は５月15日（土）に無事終了することが

できました。残念ながら昨年初頭からの新型コロナウイ

ルスの感染拡大により会員出席による総会という形をと

ることができず、昨年同様の理事のみの出席により開催

し、会員の皆様には書面評決による決議という形での総

会とさせていただきました。日々の活動の中で会員が一

堂に会する機会が無く、総会が唯一この機会であり２年

続けてその機会を失ったことは大変残念なことでした。 

昨年は初めての経験である新型コロナの脅威から総会

を２階の屋外テラスで行いましたが、今回の開催場所は

センターの理解もあり、協働推進室よりは広い空間が確

保できる３階小会議室を使用することができました。令

和２年度のコロナ禍により未実施となった事業は未来遺

産関連事業として位置付けたダンロップによる間伐体験

も日本ユネスコ協会連盟と㈱住友ゴム工業との協議の結

果中止となりました。センターと企業の連携間伐事業か

らの講師依頼も各企業が活動自粛を決定し依頼がありま

せんでした。それでも株式会社カルビーとの企業連携事

業は年３回行われました。あいちサトラボ里山開拓団の

秋の収穫祭へのブース出展が中止となりました。このイ

ベントは来場者が多く海上の森の外で広く会の活動を紹

介・広報するいい機会であったので残念でした。その結

果、会の収入に大きく影響することとなりました。その

他の事業計画はおおむね実施することができました。 

 令和３年度の計画は里づくりグループの企業連携とし

ての野菜栽培、森づくりグループの海上の森健全化10年

プロジェクト、次世代の子どもたちに自然の大切さを伝

え体験してもらう取り組みなど順調に実施しています。

特に新事業として立ち上げた子ども講座「森であそぼ！」

は第２回目の８月１日も定員をオーバーする申し込みが

ありうれしい限りで

す。今後もなお一層プ

ログラムの充実を図

り海上の森を楽しん

でいただけるよう努

力していきたいと思

います。           （理事長 石川 明博） 

 

☆新理事の言葉 

新理事 今村 朋
とも

範
のり

 

一昨年まで、里と森の教室の生徒として参加させてい

ただいておりました。高校２年の上の子が、農業関係の

ボランティアをやりたいと言い出したため、親子ともに

森の会に入会し、なんと理事まで仰せ付かることとなり

ました。 

豊かな自然と気軽に触れ合うことができるこの素晴ら

しい場を、次世

代に引き継げる

よう、微力なが

らお手伝いでき

たらと思ってお

ります。よろし

くお願いします。 

 (里づくりグループ) 

新理事 細川 小百合 

自然調査グループに参加するようになって５年目に 

なる海上の森を歩き、巡りくる季節を大いに感じ過ごし

ています。４月には皆様の協力応援をいただき、子ども

講座「森であそぼ！」をはじ

めることができました。自然

を感じ、生物と出会い、心動

かす体験が自分と自然のつ

ながりを考えるきっかけに

なったらいいなと思い活動

しています。まだ活動経験が

浅いのですがこれからも少

しずつ森の会のことを学ん

でいきたいです。精一杯頑張

ります。よろしくお願いします。（自然調査グループ） 

 新理事 西本 治美 

この度、今年度の役員選任で理事を仰せつかりました

西本治美です。「森づくり」に所属し、威勢よくチェーン

ソーを操り、間伐作業の仲間入りをしています。 

理事という大役に気が引けましたが、海上の森を散歩

したり、孫が来た時には海上の森センターに連れて行き

展示物を見せたり、木工教室

で作品を作ったりと、多方面

で海上の森にはお世話にな

っていることから、少しでも

お力になれると良いなアと

思いました。 

自然豊かな海上の森が将

来へ続くように願って、お役

に立てるか自信はありませ

んが、宜しくお願い致します。 （森づくりグループ） 

写真は山梨県富士急行線河口湖駅にて 
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☆トピック 

子ども講座「森であそぼ！」 春みっけ 

第 1 回「森であそぼ！」は４月４日小雨の中、開催し

ました。コースはセンターから赤池の手前まで。カッパ

に長靴、マスクをつけての出発になりました。 

森に入り、静かに目をつむって音をきくことに集中し

ました。普段きこえる鳥の声、川の音、虫の羽音はしま

せん。雨が葉にあたり、カッパにあたり、地に落ちて色々

な音になり、そのうち森のつぶやきのように思えました。

目をあけると花の雨が降っているのが見えました。 

歩いていると あれは何?檻が見えたようです。次々と

声が聞こえました。「なんのためだろう」「鳥のかな？」「イ

ノシシ？」「何でイノシシだけ？」「なんかこわい」。 

森の宝探しをしました。ヒントはにょろにょろ、キラ

キラ、ふわふわ等のマス目に書かれた 16 のワードです。

においを

かぎ、触

れて、か

じって、

よく観ま

す。誰か

が発見し

たら皆で

その宝を確認しました。 

巻かれたシダの葉をそっと広げてみるとクルンと戻っ

てしまう、毛がはえていてざらざらしたおもしろい感触。 

朽ちた木の中にはアリ、クモ、サワガニ等が静かに雨

をしのいでいるようでした。こうしたところが生き物の

大切な住みかになっていることを知りました。 

笹刈りで広場になった場所には勢いよくイタドリが出

現していま

した。「オニ

の 爪 の よ

う！」「なん

だこれは？」

「 タ ケ ノ

コ？、ミョ

ウガ？」お

となも考える。かじってみると、すっぱーい、あまーい。 

目の前に糸を垂らした小さなクモをみつけ、「これ、背

中に顔がある」という。ほんとだ！ 

子どもの感性は鋭く、特に小さなもの、淡いもの、微

かなものに対しての反応はすばらしいと思います。子ど

もたちが何かを発見して目を輝かせている場面に立ち会

うことができ、知らない見方をおしえてもらいました。

おかげでたくさんの宝物が見つかりました。 

朝、ドングリで遊びながら皆でこのドングリは森でど

のくらいの大きさに育っているか想像して出発しました。

想像以上の大きさと美しさでした。希望者は一個ドング

リを育てています。次にお会いする時にどうなったか 

お話しできることを楽しみにしています。 

 (自然調査グループ 細川小百合) 

 

☆他団体との交流 

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 

今年度も新型コロナ感染拡大により総会は書面による

承認として開催されました。「せと・まるっとミュージア

ム観光推進アクショ

ンプラン 2021-2025」

が示され、その中に

「自然環境といった

瀬戸市の有形・無形の

観光資源の魅力を発

掘」の記載があり当会

もここに関与するこ

とができるのではと感じました。   （石川 明博） 

 

尾張北部丘陵・東部丘陵生態系ネットワーク協議会 

尾張北部は、前年度は1月23日に「モニタリング観察

会」を実施しました。今年度総会は３月17日開催されま

したが、今年度の事業は計画中とのことです。 

東部丘陵は総会が３月８日に開催されました。例年保

全のために行動する人を育むために大学が連携したリレ

ー講座として「あいち自然再生カレッジ」を年５回の講

座を開催していますが、今年度の事業は検討中とのこと

です。               （石川 明博） 

 

せと市民活動連絡会運営会議 

 コロナ禍のなか、５月の総会は運営委員全員が「書面

評決書」に署名と賛否を記し、その賛否確認をして終り

ました。 

恒例の「交流フェスタ2021 in パルティせと」は、10

月２日（土）午前 10 時から行なうことが決まりました。

場所はパルティ瀨戸５階アリーナ、団体の紹介、パネル

展示を募集中です。森の会も参加します。お手伝いでき

る方、事務所までご連絡下さい。（理事 出口なほ子） 
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☆あいち海上の森センター 新 顔
ニューフェイス

ご紹介！  

 

 

所長 日比野 友昭氏 令和３年度の県人事異動により、

あいち海上の森センター所長となりました。海上の森の

会の皆様には、日頃から当センターの取組に対しご理解

とご協力をいただいており、誠にありがとうございます。

当センターも平成18年９月25日のオープンから15年目

となり、４月 25 日には 30 万人目の来館者をお迎えする

ことができました。 

 これからも多くの皆様とともに、引き続き海上の森の

特徴である多様な自然環境の保全、自然の恵みである資

源の有効活用の促進、次世代に向けた森林や里山で活躍

できる人材の育成、多様な主体との協働の取組を着実に

進めてまいる所存です。 

所長代理 中野 恒彦氏 平成 20 年代前半に県庁で人と

自然の共生国際フォーラム等を担当しており、今回この

あいち海上の森センターに勤務することになり、当時の

ことを懐かしく思い出しています。県民の皆様と協働し

て、海上の森がより良くなるようにしていきたいと思っ

ています。 

主任 池田 浩人氏 豊田加茂農林水産事務所で定年退

職を迎え、再任用職員として採用されました。海上の森

の自然や里山を保全していくことで、訪れる方々が気持

ちよく過ごせるよう、センター職員の一人として取り組

んでいきたいと思っています。 

技師 野口 博史氏 再任用職員として採用されました。

ムーアカデミー通信の発行や展示運営等を担当します。

海上の森の自然をはじめ、農作業・里山文化などについ

て理解を深め、その魅力を多くの人に発信していけたら

と考えています。 

非常勤 浅見 逸夫氏 愛知県職員として農業試験場等

に勤めて定年退職し、再任用も終え、新たに当センター

の職員になりました。海上の森の動植物の生態等を広く

学ぶと共に、海上の里地区の保全等、訪れる方々のお役

に立ちたいと考えております。 

地域発！関連団体の紹介 

なごや竹和会           会長 池田康樹 

なごや竹和会は平成24年に設立された、任意団体です。

竹林、里山の整備により環境保全と和やかな暮らしを目

指しております。主な活動拠点を緑区の「みどりが丘公

園」に置き、竹林整備班、炭窯班、工作班を三本柱とし

て活動しております。 

 みどりが丘公園の竹林整備は、毎月１回年間９回実施

しており、

今年度は

竹林内を

巡る散策

路を整備

しており

ます。そ

の他に、

日進市の大学の竹林、東郷町の竹林、豊明市の真竹林の

整備も夏場の３ヶ月を除き毎月実施しております。 

伐採した竹の大半は、竹林内処分または焼却処分をし

ております。排煙等問題のない豊明市に「豊燦
ほうさん

窯
よう

」を建

設し、夏場以外は毎月1回本

窯竹炭焼きを行っておりま

す。同時に土壌改良のための

ポーラス炭（消し炭）の研究

も始めました。 

また、みどりが丘公園を中

心に、児童館、銀行のセミナ

ー等で水鉄砲教室、ミニ門

松・正月飾り教室、雛人形・

五月飾教室等を開催しております。 

最大のイベントは、みどりが丘公園で８月15日に行う、

「送り火コンサート 音

楽とキャンドルと」で送り

火楽団の演奏とスタード

ーム、行灯、灯籠等の灯り

と共に亡き人を偲ぶ催し

です。 

更に、年1回「竹林整備

マスター講座」を開き、新

しいメンバーの獲得にも

努めております。当会のホ

ームページをご覧いただき、興味のある活動に是非ご参

加いただきますよう、お待ちしております。 

前段左から 

池田 浩人氏 

日比野友昭氏 

中野 恒彦氏 

後段左から 

野口 博史氏 

浅見 逸夫氏 

 

竹林整備 

本窯焼き豊燦窯 

送り火コンサート 
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海上の森のシダ植物 その２                 自然調査グループ 倉田紀男 

⑤リョウメンシダ 葉の表も裏も同じような姿をしています。葉は３､４回羽状複裂で胞子嚢群は丸

く大きく葉裏につきます。スギ好きのシダ、林道で大繁栄しています。 

⑥ジュウモンジシダ シダを観察し始めて最初に判ったものとよく言われます。両側の最下羽片が

伸びるため葉柄含めて全体の形が十文字です。 

⑦ヤブソテツ類 とてもソテツには見えませんがソテツの葉と同じく 1 回羽状複葉です。葉裏に何

列にも丸い胞子嚢群を付けます。 

⑧ベニシダ類 最も繁栄しているシダで色々な種類があり、ベニシダが判ればシダが判ったと言わ

れています。葉は２､３回羽状複裂が多く、胞子嚢群は葉裏に２列に並ぶものが多いです。  

 

 

  

 

 

 

 

 

復習をかねてシダ植物の特徴を挙げると、 

① 維管束はあるが茎はほとんど地下で塊状になったり伸びたりしながら地上には葉だけを出す（下

の最初の写真はイノデ類、茎は地下で塊状になっており葉を地上に輪生状に出している。写真の

上部には次の葉になるものが既に出ている）。 

・亜熱帯以南にはヘゴのように幹のような茎を地上に伸ばす木生シダもいる（古生代のシダはこ

のタイプ）。 

・正月の門松に飾るウラジロやコシダは茎から何段にも葉が伸びているように見えるが、何段も

ある葉全体で１枚の葉である。つまり葉柄から葉のような裂片を出す（２枚目の写真はウラジ

ロで１年毎に２枚の葉のような裂片を出す。３枚目はコシダの群生、４枚目はコシダが１年で

出した葉のような裂片 14枚である）。  

 

 

 

 

 

 

 

⑥ジュウモンジシダ ⑦ヤブソテツ類 ⑧ベニシダ類 

イノデ類 

⑤リョウメンシダ 

ウラジロ コシダの裂片 14枚 コシダの群生 

59 号に続く 
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自然調査グループ                                                                                                                             

コロナの騒ぎから１年以上が経っても終わりが見えな

い状態で令和３年度が始まり、４ヶ月が過ぎました。 

自然ウォッチングは一般参加者の事故等に対応のため

石川リーダーの発案で今年度から保険料を含む有料とし

ました（森の会会員は無料）。４月は雨天で中止となりま

したが、５月は29人、６月は27人、７月は17人と例年

と変わらず多くの参加者がありました。従来からの参加

者の口利きで参加される人が出てきました。 

生物季節調査は定例通り毎週木曜日に湿地コース、林

道コースの２班に分かれて調査しています。調査するも

のは咲いている草、木と出現する昆虫（チョウ、トンボな

ど）と野鳥です。各回の実施報告書はサテライトに海上の

森センターにより掲示されております。一般散策者も報

告書を見ておられます。 

湿地コースは屋戸湿地で今年も４月には数千のハルリ

ンドウが咲きました。６月から日本一小さなトンボ、ハッ

チョウトンボが飛び始めました。オスの成虫は赤くて目

立ちますが、メスは地味で見つけにくいのです。しかし毎

回オス、メスの数を数えています。数は少なくなります

が、８月終り頃まで見ることができるでしょう。 

林道コースで今年はコクランの群生地を見つけました。

地味ですが、たくさんの花が咲きました。今までもあった

のでしょうが、林内で気付かなかった可能性があります。 

オオルリ、キビタキなどの夏鳥は春の気温が高かった

のか例年より早く４月中旬から海上の森にやって来まし

た。春に多く聞こえたソウシチョウの鳴き声が７月にな

り少なくなりました。それに対してウグイスの声が良く

聞こえるようになりました。ソウシチョウは避暑に高い

山に移動したのでしょう。 

６月の終わりにサテライ

トで初めてツバメが巣作り

をしました。海上の森セン

ターがサテライトの扉を閉

めてもツバメが出入りでき

る口を作ってくれたお陰

で、７月後半には４羽の雛が親鳥から頻繁にエサをもら

っていました。里の電線には約40羽の子ツバメが止まっ

ており、サテライト以外に何個も里にツバメが巣を作っ

ているのでしょう。 

昨年から森を案内するツアーガイドがほとんどありま

せん。今秋に数十人規模のガイド依頼があり、話を進めて

います。         (リーダー 曽我部紀夫) 

里づくりグループ・里と森の教室 

新たな年度が始まる２月、３月に里グループ内で議論

を重ね、今年度は昨年度よりも水田の作付面積や作物数

を減らすなど従来よりもスリムな計画で進めることとし

ました。年度が代わって４月と５月前半は雨が多く、活

動が十分にできない日も多かったですが、里と森の教室

の開校に向けた準備を着々と進めました。 

３月末には５月の教室で収穫できるよう、ジャガイモ

（キタアカリとメークイン）を植えました。畑の水はけ

があまりよくないからか、生育状況の良くない物もあり

ましたが、雨降りの後に水を流し出す作業をするなどし

てなんとか一定の収穫量を確保することができました。 

また、４月には収穫祭で使うカボチャとハロウィン用

のオモチャカボチャの苗を植え順調に育っており、秋の

収穫が楽しみです。５月前半は、教室の田植えに向けた

準備として、田起こしや、畔の手直し、代掻きを予定通

り行うことができました。 

 コロナ禍で愛知県にも緊急事態宣言が発令されている

状況ではありましたが、５月22日（日）に、サテライ

トにて何とか開校式を迎えることができました。本年は

申し込みが29家族79名ありましたが、厳正な抽選の結

果17組42名の方に参加いただき、昨年同様、回数を減

らして全部で９回の教室となります。開校式の後は例年

通りサツマイモの苗とサトイモを植えました。マルチシ

ートを敷く作業など初めての経験が多かったと思います

が、みなさん積極的に取り組んでいただき、サツマイ

モ、サトイモともにすくすくと大きく育っています。 

 そして、５月29日（日）はいよいよ田植え。暑すぎ

ないさわや

かな晴天の

下、作付面

積を減らし

たこともあ

り、なんと

か午前中に

田植えを終

えることができました。とは言え、ぬかるむ田んぼに足
ツバメの雛（サテライト内） 

ハッチョウトンボ（左 オス : 右 メス） 
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元がなかなか慣れず、みなさん、かなりお疲れだったの

では？と推察します。田植えの後は、ジャガイモを収

穫。思ったよりも収穫量があり、みなさん、喜んで持っ

て帰っていただきました。 

田植えの後は田の草との闘い。６月13日（日）と７

月１日（日）の

２回は、教室で

も草取りに取り

組んでいただき

ました。スタッ

フだけで草取り

をするときより

も、圧倒的に取

れる量も多く、多くの人が協力することで大きな力にな

ることを実感しました。 

この後、教室は９ 月 26日（日）の稲刈りとなります。

７月末現在、イネは 70cm くらいに順調に育っています。

９月末まで、台風や動物（イノシシ）に襲われることなく、

無事に収穫の日を迎えることができるのを願うばかりで

す。          （里づくりグループ 今村 朋範） 

森づくりグループ・森林（もり）づくり 

今年度は、あいち森と緑づくり事業にて実施の10年計

画が６年目となり、通称“5.66haゾーン”の除伐・間伐

を継続するとともに、６年前までに実施してきた通称

“1.7haゾーン”中のヤマザクラエリアを再整備すること

にしました。ただし、新型コロナウイルスの非常事態宣言

のために５、６月に５回活動を中止し、その代わりに夏休

みを短縮し２回活動日を増やしました。 

ヤマザクラエリアは2010年に間伐を実施し整備した

ところ、サテライトから成長したヤマザクラがきれいに

見えるようになりましたが、その後エリア内が鬱そうと

してきたため、再整備することとしました。整備に当た

ってはヤマザクラに番号付けをし、成長も調査していく

こととしました。

 
現在のヤマザクラエリアと番号付け 

（グループリーダー 杉浦 元保） 

木工芸教室 

“色々あるよ！ 生徒作品展示コーナー” 

本館１Fのコーナーには作品が“トコロセマシ”と展示

されています。多彩なジャンルと大きさ様々で、見応えの

ある景色を演出しています。（手前ミソかな！） 

スプーン、バターナイフ、一輪挿し、ペン立、茶托、蓋

物、小鉢、ペン皿、盛器にプレートで、いずれも“用の美”

をコンセプトとしています。御一見頂ければ幸いです。 

               （リーダ 布目 勝） 

里山文化グループ・里のくらし   

２年続きのコロナ禍のなか、思うように活動ができず､

モヤモヤ感が続いています。端午の節供もスタッフだけ

でお供えをし

ました。昔のよ

うにお菓子を

枝花に吊した

ところ、端午の

節供らしい雰

囲気が出て、お

陰様で楽しい１日になりました。 

 ６月のホタル鑑賞会は 50 名限定を予定したのですが、

当日は少し膨らみました。来年度は横の連絡を密にして､

このようなことがないようにします。 

サテライト維持管理 

今年は例年になくサテライトの裏庭がイノシシに荒ら

されて大変苦労をしております。 

 前庭は野芝を草刈り機で刈り取り､少しさっぱりして

おります。この状態を保つためには月１回程度の草刈り

が必要です。 

 五月節供飾りを片付けた日に、サテライトでは初めて

ツバメが巣を作り始めました。母屋にツバメが巣を作る

と縁起がよいといわれていましたが、鍵当番は毎日フン

掃除をしなければなりませんでした。ご苦労様です。雛も

すくすく育ち、７月下旬には無事巣立ちました。 

       （グループリーダー 出口 なほ子） 

端午の節供飾りとお供え 
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海上の森の会 活動予定 202１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 2,9,16,23,30 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 5(日) 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

テントウムシの一斉調査 

共催：なごや生物多様性保全活動協議会 
26(日) 9:30～12:00 入口駐車場 自然調査 

耕地管理(田や畦の草刈り、稲架作り等） 5(日),12(日),19(日),25(土) 9:00～12:00 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室（稲刈り） 26(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） 4(土),7(火),18(土),21(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 1(水),12(日),22（水） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント・里のお月見 18(土) 17:00～20:00 里山サテライト 里山文化 

推進会議 25(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

10 

生物季節調査 7,14,21,28 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 3(日) 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

耕地管理（草刈り、籾殻収集等） 10(日),17(日),23(土) 9:00～12：00 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室(芋掘り、間伐、脱穀等) 3(日),17 (日、自主活動) 9:30～14:30 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 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 

推進会議 23(土) 12:30～14:00 協働推進室 1 理事長 

11  

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 

★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 

★こども講座「森であそぼ！」 7（日） 9:30～14:30 センター駐車場 自然調査 

JAF海上の森ツアー（仮称） 27(土) 9:30～12:30 入口駐車場 自然調査 

耕地管理（玉葱畝立て、水路整備等） 6(土),14(日),20(土),27(土) 9:00～12:00 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室(燻炭作り、芋掘り等) 7(日),21(日、収獲感謝祭) 9:30～14:30 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 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 

推進会議 27(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

12 

生物季節調査 2,9,16,23 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 5（日） 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

耕地管理（田の耕耘、水路整備等） 12(日),18(土),25(土) 9:00～12:00 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室(落葉かき、水路整備等） 5(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） 4(土),7(火),18(土),21(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 1(水),12(日),22(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント・お正月準備 19(日) 9:00～14:30 里山サテライト 里山文化 

推進会議 25(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 

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 

問い合わせ時間、火～金、9 時より 12 時まで 

 

海上の森の会 検索☚ 
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ｋ 

 

★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。 

 


