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2007 年 5月に愛知県で開催される「第 61回全国野鳥保護のつどい」を盛り上げるイベントとして県が企

画・募集した「自然環境保全にかかるモデル的な事業の提案」の募集が本年 5 月末で締め切られ、海上の森

の会が応募した事業提案が選定されました。この企画の募集テーマは①野鳥保護を中心とした活動と②その

他の自然環境保全活動に区分されており、わたしたちは②のテーマで、「海上の森における県民主体の里山

保全活動の実践－地域特性を重視した里山再生の実証作業－」というタイトルで応募し、応募総数 23 件の

中から選定された 8 件のひとつに選ばれたものです。 

今回の事業提案では、海上の森の会がこれまで進めてきた各事業・イベントを本年度の会の活動としてま

とめなおし、会の基本的な考え方をアピールしました。そういう意味ではわたしたちの活動がそのまま「モ

デル事業」として評価されたものだと考えています。これまでの活動に参加してくださった会員の皆様、県

民の皆様の海上の森に寄せる想いがひとつの実を結んだのだと思います。 

県に提出した事業提案書では、わたしたちは次のように主張しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この主張はわたしたちが会を立ち上げ、会員の皆様と一緒にこれまで活動してきた道程そのものです。身

近なところから自然を見つめ、自然を学び、自然をこどもたちに伝えていく。そのために、わたしたちは汗

を流し、地域で語り合い、一緒に里山を考えてきました。今回、わたしたちの活動がモデル事業として評価

されたことを励みにして、海上の森の会の活動をますます活発に、そして可能な限りひろく県民の皆様に受

け入れていただけるようにしていかねばならないと考えています。この事業を活用して 12 月には里山を考

えるシンポジウムも企画することになりました。誰でも参加でき、誰でも意見を言うことのできる場を創り、

そこで出たアイディアがまた次の里山づくりを支えていくようにしたいと思います。皆様のご協力をお願い

いたします。                                   （木村）  

海上の森の会の活動が自然環境保全活動モデル事業に選定されました 
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大都市圏近郊に残存するいわゆる里山は、地域住民にとって身近な

自然とのふれあいの場であると同時に、地域的な歴史文化と生業に

関わる慣習が保存されているという点で、日本のもっとも保全すべ

き自然環境のひとつであるが、もはや住民の個別的努力のみで保全

されるような状況にはない。県民市民の自発的参加と地域交流を通

して、次世代に誇り得る里山環境の保全と自然環境学習拠点の形成

を目指したい。 

 

愛知県主催愛知県主催愛知県主催愛知県主催のののの「「「「海上海上海上海上のののの森里森里森里森里のののの教室教室教室教室」」」」にににに参加参加参加参加したしたしたした一般一般一般一般

市民市民市民市民とととと一緒一緒一緒一緒にににに田田田田んぼのんぼのんぼのんぼの草取草取草取草取りをするりをするりをするりをする里作里作里作里作りりりりグループグループグループグループ



3 月 21 日 パルティせとアリーナ（５Ｆ）で第 2 回定期総会が開催されました。65 名の会員が参加

し、開会の挨拶に続き木村会長から「愛知万博の理念を 2年目の活動にどう生かしていくかが問われる

だろう」と挨拶がありました。次に各グループの 17 年度の活動が一括報告され、会計報告及び会計監

査と合わせて承認されました。引き続き 18 年度の活動が各グループ・リーダーから、予算案が会計か

ら提案され承認されました。続いて規約の一部改正と役員人事では全役員の再任と山田治義氏の新任が

承認され、熱気にあふれながらも和気あいあいとした家族的な雰囲気の中で総会を終了しました。 

（藤野）

第２回『海上の森の会』定期総会が開催されました 

第第第第 2222 回定期総会次第回定期総会次第回定期総会次第回定期総会次第    

 開会の辞 

 挨拶 

 議題 

  平成 17 年度活動報告 

  平成 17 年度決算報告及び監査報告 

  平成 18 年度活動計画案 

  平成 18 年度予算案 

  規約の一部改正 

  役員の選出 

 意見・交流 

 閉会の辞 

 

 
 

定期総会定期総会定期総会定期総会はははは海上海上海上海上のののの森森森森をををを愛愛愛愛するするするする多多多多くのくのくのくの人達人達人達人達がががが参加参加参加参加しましたしましたしましたしました    
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『海上の森の会』が一般市民と楽しい森の工作 

 

平成 18 年３月 25 日に愛知万博一周年記念事業として愛知万博旧瀬戸会場で、里山の恵みを一般市民の方にた

のしんでいただこうと「親子で楽しむ森の工作ワークショップ」を開催しました。海上の森の会としては初めて

の試みでしたが、会員の得意技がいかんなく発揮され、多くのファミリーや中高年の方が小枝の工作・ミニわら

ぞうり・タケトンボなどを作っていました。（冬木） 

 
人気人気人気人気がががが高高高高くくくく 10101010 分分分分はやめてのはやめてのはやめてのはやめての開店開店開店開店。。。。    

でもすぐでもすぐでもすぐでもすぐ一杯一杯一杯一杯になるになるになるになる。。。。 

 
小枝小枝小枝小枝ののののプレートプレートプレートプレートにににに焼焼焼焼きごてできごてできごてできごてで字字字字をををを    

書書書書いたりいたりいたりいたり、、、、ポスカポスカポスカポスカでででで色色色色をををを塗塗塗塗ったりったりったりったり・・・・・・・・    

 

テレビテレビテレビテレビ局局局局もももも取材取材取材取材にににに来来来来てててて    

午後午後午後午後ののののニュースニュースニュースニュースでででで紹介紹介紹介紹介。。。。 
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タケトンボタケトンボタケトンボタケトンボはははは利利利利きききき手手手手のののの反対反対反対反対のののの    

親指親指親指親指でででで押押押押してしてしてして削削削削るんだよるんだよるんだよるんだよ・・・・・・・・・・・・ 

 

不安不安不安不安そうなそうなそうなそうな保護者保護者保護者保護者。。。。    

このあとこのあとこのあとこのあと会員会員会員会員がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと指導指導指導指導しましたしましたしましたしました。。。。    

まずまずまずまず縄縄縄縄をなってをなってをなってをなって、、、、ワッカワッカワッカワッカをををを作作作作ってってってって・・・・・・・・・・・・とととと

子子子子どもにどもにどもにどもに教教教教えるえるえるえる会員会員会員会員。。。。    

 

平成 18 年４月 23 日には「せとまるっとミュージアム」発足記念事業として瀬戸市文化センターで、里山の恵

みを一般市民の方にたのしんでいただこうと「海上の森からこんにちはワークショップ」を開催しました。海上

の森の会としては３月 25 日に続く試みでしたが、場所が狭く天候もあまり良くなかったため 140 名程度の参加に

とどまりました。しかし、始めて来場者といっしょに工作する会員もいて、貴重な経験ができました。（冬木） 

 

６６６６人人人人もももも入入入入ればればればれば一杯一杯一杯一杯のののの机机机机にににに    

子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが熱心熱心熱心熱心にににに工作工作工作工作。。。。 

 

海上海上海上海上のののの森森森森のののの案内地図案内地図案内地図案内地図やややや生息生息生息生息しているしているしているしている哺乳哺乳哺乳哺乳

動物動物動物動物ををををパネルパネルパネルパネルでででで説明説明説明説明。。。。    

 

時時時時々々々々雨雨雨雨がががが降降降降るるるる中中中中、、、、開店準備開店準備開店準備開店準備    

をするをするをするをする海上海上海上海上のののの森森森森のののの会員会員会員会員。。。。 

    

会員会員会員会員がががが子子子子どものどものどものどもの作品作品作品作品にににに穴穴穴穴をををを空空空空けていますけていますけていますけています。。。。

不安不安不安不安そうなそうなそうなそうな子子子子どもどもどもども。。。。    

 

会員会員会員会員がががが里山里山里山里山からからからから集集集集めてきためてきためてきためてきた    

材料材料材料材料をををを選選選選ぶこどもぶこどもぶこどもぶこども。。。。 

こちらではおこちらではおこちらではおこちらではお母母母母さんがさんがさんがさんがナイフナイフナイフナイフのののの    

使使使使いいいい方方方方をををを教教教教えていますえていますえていますえています。。。。    

 

里山里山里山里山のののの恵恵恵恵みのみのみのみの味味味味わいわいわいわいメニューメニューメニューメニュー 

 

タケトンボタケトンボタケトンボタケトンボのののの中心中心中心中心をこのようにをこのようにをこのようにをこのように決決決決めめめめ

てててて・・・・・・・・・・・・とととと指導指導指導指導するするするする会員会員会員会員 

パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットやややや海上海上海上海上のののの森便森便森便森便りもりもりもりも配布配布配布配布しましましましま

したしたしたした。。。。    



交流の集いが毎月行われています 

海上の森の会では、平成 18 年度より会員相互の交流と情報交換の場となる「交流のつどい」を適時開催することに

なりました。前年度アカデミーグループがおこなっておりました「講座」は３月をもって終了し、この集いに引き継が

れました。３月から７月までにおこなわれました「講座」「交流のつどい」は以下の通りです。 

 

【３月の講座】 

・話題提供者とテーマ＝山川一年氏;シリーズ海上の歴史（１）古代の海上 

・日時・会場＝３月 26 日（日）午後 1 時～3 時、海上・里山サテライト 

・話題＝海上の森とそこに住む人々のくらしの歴史シリーズ。今回はその第１回目で、古代の海上を取り上げました。

 

【4 月・学びの集い】 

・話題提供者とテーマ＝森山昭雄氏；海上の地形・地質（２）海上の活断層 

・日時・会場＝4 月 1５日（土）午前 9 時～午後３時、海上の森、里山サテライト 

・行事内容＝午前中は吉田川方面より海上の森に入り、特徴的な地形と活断層を観察し、午後からはサテライトで地形、

活断層と海上の自然・くらしについて話し合いをしました。 

 

【5 月・伝統行事の再現】 

・話題提供者とテーマ＝出口なほ子氏・三輪邦夫氏；多度神社祭礼幟立てと節供菓子作り 

・日時・会場＝５月５日（金、祝日）午前 9 時～午後４時、里山サテライト、海上多度神社 

・行事内容＝五月節供菓子の柏餅、オカズ（神饌。米の粉ダンゴ）を作り、海上の氏神多度神社神前に奉納しました。

また例大祭の幟立て行事に参加し、神事にも参列しました。神事後の直会では、海上の人たちと交流ができました。

 

【6 月・学びのつどい】 

・話題提供者とテーマ＝山川一年氏；海上の歴史（２）海上の中世 

・日時・会場＝6 月 18 日（日曜日）午後 1 時～３時半、里山サテライト 

・話題＝窯業の発達史について、海上や瀬戸市域で採集した土器片を見ながらの話し合いでした。 

 

【7 月・交流のつどい】 

・話題提供者とテーマ＝出口なほ子氏；ヘイケボタル観察会 

・日時・会場＝７月１日（土）午後７時～８時半、海上・弘法堂付近 

・話題＝夕食会に花を咲かせながらホタルの出るのを待ちました。ヘイケボタルが十数匹は飛び交いました。楽しい交

流の集いになりました。 

（伊藤）
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【8 月・学びのつどい】 

・話題提供者とテーマ＝木村光伸氏；アマゾンから海上へのメッセージ 

・日時・会場＝８月 20 日（日）午後１時より、里山サテライト 

・話題＝森の世界を地球の裏側にあるアマゾンの大自然から見ると、さまざまなメッセージが海上に

発信できそうです。 

・対象者・参加申込＝一般向け、当日受付 

「「「「交流交流交流交流のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」のののの今後今後今後今後のののの予定予定予定予定    

【9 月・学びのつどい】 

・話題提供者とテーマ＝山川一年氏；海上の歴史と文化 

・日時・会場＝９月 26 日（火）午後 1 時より 3 時。あいち海上の森センター研修室 

・話題＝「あいち海上の森センター」開館記念共催イベントです。海上の歴史と文化を紹介し、人と

自然のあり方を考えます。 

・対象者・参加申込＝一般向け、募集 30 名 

・申込先＝あいち海上の森センター（電話 0561-86-0606・FAX 0561-85-1841） 

 

【9 月・学びのつどい】 

・話題提供者とテーマ＝海上の森センター職員；海上の森の魅力 

・日時・会場＝９月 28 日（木）午後 1 時～3 時、あいち海上の森センター研修室 

・話題＝「あいち海上の森センター」開館記念共催イベントです。海上の自然を紹介し、森のあり方を

考えます。 

・対象者・参加申込＝一般向け、募集 30 名 

・申込先＝あいち海上の森センター（電話 0561-86-0606・FAX 0561-85-1841） 

【９月・交流のつどい】 

・話題提供者＝冬木裕氏；森の工作教室 

・日時・会場＝９月 30 日（土）午前 10 時～12 時、午後 1 時～3 時、あいち海上の森センター工作室 

・話題＝「あいち海上の森センター」開館記念共催イベントです。身近な材料でおもしろグッズを作り

ましょう。 

・対象者・参加申込＝家族向け、募集午前・午後各 30 名 

・申込先＝あいち海上の森センター（電話 0561-86-0606・FAX 0561-85-1841） 
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スタッフスタッフスタッフスタッフ募集募集募集募集！！！！！！！！    



【11 月・交流のつどい】 

・話題提供者とテーマ＝鈴木俊憲氏；収穫感謝祭 

・日時・会場＝11 月 18 日（土）午前 9 時半より午後 2 時まで、里山サテライト 

・話題＝「あいち海上の森センター」里の教室との共催イベントです。 

・対象者・参加申込＝家族向け・一般向け、当日受付、材料費 500 円 

【12 月・交流のつどい】 

・話題提供者とテーマ＝三輪邦夫氏；大掃除と年末行事 

・日時・会場＝12 月 23 日・24 日（土・日）午前 10 時より、里山サテライト 

・話題＝大掃除と障子貼りの後、「餅搗き」「門松立て」「オコズナ撒き」などの年末行事を再現します。

・対象者・参加申込＝家族向け・一般向け、当日受付、材料費 500 円 

【10 月・交流のつどい】 

・話題提供者とテーマ＝出口なほ子氏；十五夜月見の団子作り 

・日時・会場＝10 月７日（土、旧暦 8 月 16 日）午後 1 時より、里山サテライト 

・話題＝旧暦八月十五夜の月見行事。月見団子・ススキ・ハギを供え、子どもの団子盗み行事も再現し

たいですね。 

・対象者・参加申込＝家族向け・一般向け、当日受付、材料費 500 円 

 

交流の集いに関するお問い合わせ＝事務局（伊藤良吉） 

（電話・FAX 0561-84-7044、E-メール cdk31480@par.odn.ne.jp） 

【10 月・交流のつどい】 

・ 話題提供者とテーマ＝山本征弘氏・曽我部行子氏；観察スケッチで見分ける秋の草花  

・日時・会場＝１０月２１日（土）午前９時３０分より午後２時まで。海上口駐車場から里山サテライ

トまで 

・話題＝海上の森の秋の草花を観察・スケッチして、里山サテライトでスケッチした草花の解説をしま

す。 

・対象者・参加申し込み＝家族向け・一般向け、募集５０名 

・申込先＝ハガキ宛先；宛先 〒489-0857 瀬戸市吉野町 304-1 

あいち海上の森センター内 「海上の森の会事務所」 

FAX  (0561) 21-9298  kaisyo55@ai.wakuwaku.com 
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グループ報告 

海上の森の会では様々なグループが活動をおこなっています。当面の予定をまとめました。みなさんふるってご参加

下さい。 

環境保全活動グループ 

４月 16 日（日）晴天のもと環境保全活動を９時半から２時半までおこないました。参加者は 21 名うち非会員が

５名。午前中に海上川に沿って集めたゴミは、可燃、不燃袋合計約 50 袋、粗大ゴミはタイヤ 15 本など軽トラック

で４杯分あり、あいかわらず多量のゴミが捨てられています。午後は海上の里の県有地ではびこっている竹の間伐

をしました。 

次回活動を８月 27 日（日）（９時半海上駐車場集合、雨天時は９月１０日）を予定しています。 （馬宮） 

集集集集めためためためたゴミゴミゴミゴミのののの山山山山をををを前前前前にににに記念写真記念写真記念写真記念写真    はびこっているはびこっているはびこっているはびこっている竹竹竹竹のののの間伐間伐間伐間伐    

生活史調査グループ 

アカデミーグループのおもな活動でありました「講座」が本会主催の「交流の集い」となりましたことを受けて、

本年度よりアカデミーグループを再編した生活史調査グループが活動を開始しました。 

１ 第 1 回会合記録 

・日時・場所＝６月 24 日午後 1 時～３時半、里山サテライトおよび資材保管庫。 

・活動分野の確認＝（１）溜池再生のための水利慣行調査。 

（２）生活用具（民具）の収集と管理、活用。 

（３）「里山サテライト」での民俗行事再現のための基礎調査。 

（４）生活史資料の調査とデータベース化。 

・検討したこと＝生活用具の収集（資料の搬入、洗浄と燻蒸）と管理、活用の手順について検討しました。 

２ 第２回会合のお知らせ 

・日時・場所＝８月 20 日（日）午前 10 時より 12 時まで、里山サテライト。午後は「交流の集い」に合流。 

・作業予定＝収集用具の洗浄とカード化の実習。 

・検討事項＝調査資料の記録法、データベース化の具体的方法。 

  多くの方々の参加をお待ちしております。 （伊藤） 

 

―７－ 

６月２５日に今年度最初の里山サテライト（休憩所）の清掃をおこないました。あいにくの天気で、参加者は少

なかったですけれど、建物の内部の掃除を致しました。参加者の方々、お疲れ様でした。次回は９月の後半の日曜

日を考えています。今からご予定をお願い致します。 （三輪） 

里山サテライト維持管理グループ 



―８－ 

自然環境調査グループ 

生物調査は、駐車場から物見山に至る林道を右折して海上の里に出て、サテライトから市道を通って駐車場に

戻るコースで、毎週木曜日の午前９時 30 分からおこなっています。 

７月はﾊﾞｲｶﾂﾂｼﾞ･ｷﾊｷﾞ･ﾈﾑﾉｷ・ﾇﾏﾄﾗﾉｵ・ﾊｴﾄﾞｸｿｳ・ﾐｿｿﾊﾞ・ﾖｳｼｭﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ・ｺｹｵﾄｷﾞﾘ・ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳ・ｱｾﾞﾅ・ﾑﾗｻｷﾆｶﾞﾅ等々

の綺麗な花が咲きだしています。詳しくは海上の森生物調査のホームページ 

http://jns.ixla.jp/users/kaisyo108/index.html をご覧下さい。 

５月 13 日(土)におこなったイベント「海上の森の春を訪ねて、木々の名前を知ろう！」は、小雨にも拘らず 39

名の参加者（会員 14 名、会員外 25 名）があり、新緑の森を歩きなが 20 問の樹木の名前を当てるクイズを楽しんで

頂きました。 

10 月 21 日(土)に秋のイベント「観察スケッチで見分ける秋の草花」を開催します。 

〇海上口駐車場を午前９時 30 分に出発して、里山サテライトまで海上の森の秋の草花を観察・スケッチして歩き、

里山サテライトで観察スケッチした草花の解説をおこないます。 

〇会員及び会員以外の家族・一般を対象者として、50 名募集します。 

〇申込み先＝ハガキ宛先；宛先 〒498-0857 瀬戸市吉野町 304-1 

あいち海上の森センター内 「海上の森の会事務所」 

FAX  (0561) 21-9298  kaisyo55@ai.wakuwaku.com 

会員皆様のご参加をお願い致します。  （似内） 

森づくりグループ 

18 年度の計画 
＜＜＜＜１１１１＞＞＞＞    森森森森づくりづくりづくりづくり計画計画計画計画    

   （１） ９月～３月の７ヶ月間で、20 回整備活動をします。 

         平日の自主活動・・・月に２回 

         休日の活動・・・・・月に１回（出来ない場合は予備日の設定） 

   （２） 17 年度に続いての活動 

        ① のこぎり、ナタを使用し「枝払い」や「篠竹きり」 

        ② チェーンソーを使った間伐、枝払い 

        ③ 雨天時の「座学」（サテライトを使用） 

   （３） 竹林の整備 

        10 月、12 月、２月の３回を計画 

   （４） 雑木林の手入れ 

        県と調整 

＜＜＜＜２２２２＞＞＞＞    県主催県主催県主催県主催のののの「「「「安全講習会安全講習会安全講習会安全講習会」」」」へのへのへのへの参加参加参加参加。。。。自主的自主的自主的自主的なななな「「「「グループグループグループグループ内研修内研修内研修内研修（（（（技術交流技術交流技術交流技術交流）」）」）」）」のののの開催開催開催開催    

＜＜＜＜３３３３＞＞＞＞    県主催県主催県主催県主催のののの各種各種各種各種「「「「森森森森のののの教室教室教室教室」」」」へのへのへのへの協力協力協力協力    

＜＜＜＜４４４４＞＞＞＞    他団体他団体他団体他団体とのとのとのとの交流交流交流交流    

            （１）「矢田川流域ネットワーク」など、他の団体との交流を目指します。 

   （２）当面、勉強していきます。                         （福田） 

 
案内巡視グループ 

１、案内活動 

年間計画により、サテライトを拠点に毎月２回、第１・第３日曜日を定例日として、10 時から 15 時の間に活

動しています。最近では、初めての方も多くみえますが、何回も訪れ途中で休息をとられる方も見受けられます。

尋ねられることとしましては、道案内が主ですが、新しいマップはありますかとか、グループでみえた方などは、

森の会の行事についての質問等もよく受けます。万博終了後、徐々に来場者が多くなり、今もなお増加していま

す。今年度は新たなマップ作りも計画しております。８月中旬から作成を開始しますので、ご協力をよろしくお

願い致します。 

２、巡視活動 

 案内活動と同じ日に重点的に活動し、その他は主要道路を見回っています。貴重種の保護については、全体に

マナーが向上してきたのか、悪い情報はあまり聞きません。不法投棄についてはなかなか改善がみられず、粘り

強く活動を続けていかなくてはなりません。何かいいアイディアがございましたら、お教えくだされば幸いです。

（鈴木五男）



 

 今年も愛知県が主催しています『里の教室』に地元の方々と共にお手伝いをおこなっています。全日

程 8 日間のうち 3 回を終了しました。写真は今年参加された皆様です。 

 

 

    

 

畔をはさみ一列に並んで田植え中、ゴム長や素足で奮闘中 

 

 

今後の『里の教室』は次の通りです。 

 

 4 回目  7 月 29 日(土)  5 回目  8 月 26 日(土)  6 回目 9 月 30 日(土) 

 7 回目 10 月 14 日(土)  8 回目 11 月  4 日(土)  

 及び 11 月 18 日(土)の収穫祭 

 

お手伝いをしていただける方は事務局までお申し出下さい。      （鈴木俊憲）  

                              

里づくりグループ 

―９－ 



開館 平成１８年９月２５日（月）

 

 

 

 「あいち海上の森条例」に基づき、愛知万博の原点である海上の森を万博の理念や成果

を継承した「愛知万博記念の森」として将来にわたり保全するとともに、人と自然のかか

わり方を探求する場として活用し、県民参加のもとに森林や里山に関する学習と交流の拠

点となる施設として「あいち海上の森センター」がオープンします。 
 

◎「あいち海上の森センター」の施設紹介 

【本  館】（延べ床面積約 1,500 ㎡） 

 

愛知万博開催時に、多くの皆様が訪れた瀬戸愛

知県館を活用した施設です。 

 展示室、情報ライブラリー、研修室、工作室、協

働推進室、事務室などで構成されます。 

 このうち展示室、情報ライブラリーは開館時間に

はいつでも利用できます。 

 研修室と工作室の利用は、有料で、事前の申込

が必要です。 

 所長以下１２名の職員が配置され、展示等普及

啓発、参加交流、調査学習、情報発信などの業

務を行います。 

【遊歩施設】 

 

繭玉広場（案内所） 
 
 山繭をモチーフとし、丸
みを持った漆喰壁の木
造建物です。湾曲集成
材を使うことにより木造で
ありながら球形状をして
います。 

 

窯の歴史館 
(古窯保存展示施設) 
 
 平安時代中期の古窯を
保存、展示する施設で
す。 
 筋交いを使わない「貫」
構造が特徴で床には圧
縮木材を使用していま
す。 

 

 
物見の丘 
（展望台） 
 
 林冠の様子、
海 上 の 森 や 名
古屋の街を展望
できます。 
 間伐材等を使
用した角材を組
み 合 わ せ た 面
格 子 構 造 が 特
徴です。 
 

 

 

 

 

 

あいち海上の森センターからのお知らせです 
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開館記念開館記念開館記念開館記念イベントイベントイベントイベント    

９月２２日(金)～２３日(土) 

森林環境教育全国シンポジウム 
場 所：パルティせと(瀬戸市栄町) 
参加者：２００名（一般募集 50 名） 

９月２４日(日) 10:30～正午 

開館記念式典 
場 所：あいち海上の森センター 
参加者：招待者３００名 

９月２４日(日) 13:00～15:15 

開館記念講演会 
場 所：パルティせと(瀬戸市栄町) 
講演者：名誉センター長 
    マリ クリスティーヌ氏 
題 名：「愛知万博が残したもの 
      海上の森がくれたもの」 
参加者：３００名（募集） 

９月２５日(月) ２７日(水)  各日 10:00～ 

「里の自然学校」 

場 所：センター遊歩施設 
参加者：自由参加 
講 師：愛知万博のインタープリター 

９月２５日(月)～１０月９日(月) 
 各日 9:30～16:30 

窯の歴史館特別展示 
場 所：センター窯の歴史館 
参加者：自由観覧 

 

全国森全国森全国森全国森づくりづくりづくりづくり・・・・里山再生里山再生里山再生里山再生フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムｉｎｉｎｉｎｉｎ愛知愛知愛知愛知    

◎「あいち海上の森センター」開館記念イベント 

 「あいち海上の森センター」開館日の前後に開館を記念してイベントを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
【各種講座】 
月日 イベント 場 所 時間 参加者 講  師  等 

９月 
２６日 
(火) 

海上の歴史文化講話 
センター 

(研修室) 

13:00 
～ 

15:00 

募集 
30 名 

海上の森の会 会員 

 
２７日 
(水) 

古窯勉強会 
センター 
(窯の歴史館) 

13:00 
～ 

15:00 

募集 
30 名 

瀬戸市埋蔵文化センター
職員 

 
２８日 
(木) 

海上の森の魅力 
センター 

(研修室) 

13:00 
～ 

15:00 

募集 
30 名 

あいち海上の森センター 
職員 

 
２９日 
(金) 

やきもの探訪 
窯の歴史館 
陶磁器資料館 

10:00 
～ 

15:00 

募集 
30 名 

愛知県陶磁資料館学芸員 

 
３０日 
(土) 

森の工作教室 
センター 

(工作室) 

10:00 
～ 

12:00 
13:00 
～ 

15:00 

募集 
午前 
午後 

各 30 名 

海上の森の会 会員 

１０月 
 １日 
(日) 

森の教室 
センター 

(遊歩施設) 

10:00 
～ 

15:00 

募集 
50 名 

愛知万博の 
インタープリター 

 
※応募方法 
 参加者募集のイベントについては、往復はがきに「参加希望イベント名」「住所」「氏名」「年齢」「性別」を記入
のうえ、あいち海上の森センターへ。 締切は、シンポジウムと講演会は８月３１日、各種講座は９月８日。（消印
有効、応募多数の場合抽選） 
 
 
 あいち海上の森センター      〒４８９－０８５７ 瀬戸市吉野町３０４－１ 

(http://www.pref.aichi.jp/kaisho/)     電話０５６１－８６－０６０６、ＦＡＸ０５６１－８５－１８４１ 

 

      開館時間 9:00～17:00（遊歩施設は、9:30～16:30） 

      閉 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は、次の平日） 
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第 7 回中部の未来創造大賞に応募 

 （社）中部建設協会が募集した中部の未来創造大賞に、県民による保全活動「海上の森」を中心とし

ての活動名で応募しました。 

海上の森の会の設立が、万博予定地として自然のありようをめぐって揺れた過程を経て結成された経緯。

日本各地の里山保全とは違うもう一方の特徴は、地元の人たちを中心に活動が展開されていること。自

然と文化の両輪の保全をめざして 1 年 8 ヶ月おこなってきた活動内容を具体的に列記しました。 

また、今年 9月に開館する「あいち海上の森センター」を活動の拠点として、愛知県と協働していくこ

とになることも内容に盛り込みました。 

日本各地の里やまが危機的状況にある現在、例外でない海上の森がどんな将来を迎えることができる

のかは未定です。希望を生み出すのは、そこに関わる人の真剣な思い＝本気だけではないでしょうか。

背中を押してくれるような受賞になればいいのですが。 

 

            モリゾー・キッコロ 環境エクスカーション 

 

開催時期 2006 年 7 月 23 日、8 月 5、19、26 日、10 月 1 日（全 5 回） 

会場   藤前干潟、堀川、庄内川、矢田川周辺、海上の森、アスナルホール（金山） 

対象   愛知・岐阜・三重県の小学校 4－6 年 40 人とその保護者（1 名） 

主催   モリゾー・キッコロ環境エクスカーション実行委員会 

     （2005 年日本国際博覧会協会、愛知県、名古屋市、中日新聞社ほか） 

 

 万博 1 周年目のテーマは「海と森をつなぐもの」。愛知万博のテーマを「環境」に決定させる要因と

なった海上の森。名古屋市のゴミ埋め立て場計画を断念させ、全国でも画期的なゴミ分別運動にまで発

展させる契機となった藤前干潟。当地の「環境」にとってメモリアル的なこの２つの場所は、くしくも

名 古 屋 市 を 流 れ る 、 矢 田 川 ・ 庄 内 川 と い う 水 流 を 通 し て つ な が っ て い る 。                      

（開催概要より） 

 

 親子の参加募集で行われるワークショップに「もり編：海上の森」として参加します。 

ワークショップの内容は、自然体感マップ・オリエンテーリングのためのアンケート調査です。これは、

万博の環境影響評価（万博アセスメント）に意見する中から生まれた方法ですが、万博時に反映させる

ことができませんでした。今回こういう形で実現できることになり、楽しみにしています。 

開催日は 8 月 26 日（雨天時予備日 27 日）です。 

事前準備を 24 日または 25 日に行います。 

                                   

 

 

 

 

 

（曽我部） 

海上の森の会トピックス 

 当日、子どもたちを見守りながら、自然の中のモノやコトに注意を促したり、

質問に答えてくださる人。また、自然体感マップ・オリエンテーリングに興味

のある人の参加、お待ちします。 

連絡先：曽我部 TEL/FAX 0561-83-9438

ｽﾀｯﾌ募集
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事務局からのお願いとお知らせ 

18 年度会費につきまして既に 168 名の方から 204,200 円が納入済みとなっておりますが、昨年からみて約 100 名
の方が未納になっております。未納未納未納未納のののの方方方方にはにはにはには郵便振替用紙郵便振替用紙郵便振替用紙郵便振替用紙をををを同封同封同封同封しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 
また会の事務所が８月１日をもって「あいち海上の森センター」内に移転します。（事務局 伊藤・藤野） 

 

―編集後記― 

梅雨さなかの海上の森ですが、休日だけでなく平日もたくさんのハイ

カーが訪れています。そして中心集落にある里山サテライトでのんびり

休憩されている様子を拝見していると里山を育てているのも人間だし、

里山から恵みをもらっているのも人間だなということにあらためて気

づきます。大都市近郊にあって残された貴重な里山をこれからも大事に

していきたいものです。海上の森の会も２年目に入りました。海上の森

便りが皆さんと海上の森とをつなぐパイプ役になるように更に充実し

ていきますので、御意見ご要望をお願いします。 編集担当  冬木 

海上の森の会 
会長 木村 光伸 

新事務所 
 住所 〒489-0857 
      瀬戸市吉野町３０４－１ 

「あいち海上の森センター」内 
       「海上の森の会」事務局 
ＴＥＬ ０５６１－２１－９２９８ 
ＦＡＸ ０５６１－２１－９２９８ 
Ｅ－ｍａｉｌ kaisho_satoyama@yahoo.co.jp ―１３－ 

海上の森の会ホームページ更新中 

アドレスアドレスアドレスアドレスをををを変更変更変更変更しましたしましたしましたしました。。。。→→→→http://www.kaishonomori.com    

海上の森便りｗｅｂ版や活動推進グループからの最新のお知らせものせていきますので適宜チェックをお忘れ無

く。 

なおメールアドレスを登録された方には別途メールでご案内を差し上げていますが、今年になって海上の森の会か

らメールが届かなかった方はお手数ですが事務局までメールアドレスを教えて頂きたく。登録されているアドレスが

エラー回答となっているのがありますので。 

またメール通信を新規にご希望の方やアドレス変更、「海上の森便り」はｗｅｂで見るから郵送不要だよという方も

事務局までご一報をお願いします。（冬木） 

2006.2.12 第 17 回運営会議 

     3 月 25 日開催の「愛･地球博１周年記念イベント」の「親子で森に出かけよう！」、「親子で楽しむ森の工作ワークショップ」

について瀬戸市担当者と打合わせをおこなった。 

     「海上の森だより」第４号編集内容・スケジュール等について協議した。 

     事務局の設置等について協議し、定期総会で規約を改正し事務局を設置することを議決した。 

     各グループの活動状況と今後の活動予定について報告がおこなわれた。 

2006.2.25 第 18 回運営会議 

     「親子で森に出かけよう！」の行事内容について瀬戸市担当者と打合わせを.おこなった。 

     愛知県森林保全課より「あいち海上条例」及び 18 年度事業計画の説明がおこなわれた。 

     ３月２１日に開催する「海上の森の会第２回定期総会」の準備等について協議した。 

2006.3.11 第 19 回運営会議 

     「第２回定期総会」の次第並びに事業報告・決算報告・事業計画案・予算案について協議した。 

     「愛･地球博１周年記念イベント」の行事について瀬戸市担当者と最終打合わせをおこなった。 

     ４月 23 日開催の「せとまるっとミュージアム」イベント参加について協議し、参加を決定。 

2006.3.21 海上の森の会第２回定期総会 

     瀬戸市パルティせとアリーナで開催。 

2006.4.16 第 20 回運営会議 

     「せとまるっとミュージアム」イベントの実施要綱について瀬戸市担当者と協議した。 

     海上の森の案内など運営会議に諮れない緊急課題の取り扱いについて協議した。 

     各グループの活動状況と活動予定について報告がおこなわれた。 

2006.5.20 第 21 回運営会議 

     ３月 31 日現在の決算報告並びに監査報告がおこなわれた。 

     あいち海上の森センター協働推進室利用計画について協議した。また参加要請された全国森づくり・里山再生フォーラム

実行事務局には、曽我部行子、山田治義の両監事が参加する。 

     第 61 回全国野鳥のつどい「自然環境保全活動モデル事業」について応募することを決定した。 

     「中部未来創造大賞」について協議し、応募することとした。 

     ５月に実施した「おこしもんづくり」、「春の木々をたづねて」イベントの報告がおこなわれた。 

     「モリゾー・キッコロ環境エクスカーション」でおこなう海上の森案内について紹介がおこなわれた。 

2006.6.17 第 22 回運営会議 

     「愛知県海上の森自然環境保全地域」の指定について愛知県自然環境課から説明があり、質疑応答をおこなった。 

     中部未来創造大賞申請に係わる経過報告がおこなわれた。 

     「大学コンソーシアムせと６大学合同大学祭」参加に係わる展示パネル作成について検討した。 

                    「「「「モリゾーモリゾーモリゾーモリゾー････キッコロキッコロキッコロキッコロ環境環境環境環境エクスカーションエクスカーションエクスカーションエクスカーション」」」」ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール等等等等についてについてについてについて経過報告経過報告経過報告経過報告がおこなわれたがおこなわれたがおこなわれたがおこなわれた。（。（。（。（似内似内似内似内））））

運営会議の報告(幹事) 

 

運営会議は傍聴できます。ご

希望の方は事前に事務局ま

でご連絡をお願いします。 


