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「あいち生物多様性戦略 2030」の概要 

少し前ですが、「あいち生物多様性戦略 2030」が発

表されました。その内容に少し触れてみます（今回の

内容は、『海上の森だより』54 号に掲載された「愛知

目標について」の関連内容です）。 

「あいち生物多様性戦略 2030」は、ポスト 2020 生

物多様性枠組（2020 年までの国際目標であった愛知

目標に代わる 2021 年以降の国際目標）を見据えなが

ら、2030 年に向けて持続可能な社会の発展に資する

ための戦略で SDGｓ(持続可能な開発目標）に即した

生物多様性保全と持続可能な利用に向けた計画です。 

計画期間は 2021 年度から 2030 年度（長期的目標

2050 年を見据えた将来像を設定）となっており、 

長期目標（2050 年ビジョン）として 

人と自然が共生するあいち 

様々な立場の人々が生物多様性への意識を高め、

そのコラボレーション（協働）によって生きものが

すむ場所が確保され、本来、その場所にいるべき野

生の生きものと人が共に生きていけるあいち 

計画目標（2030 年目標）として 

人と自然の共生に向けて、生物多様性を主流化し、

あらゆる立場の人々が連携して最大限の行動をと

ることにより、生物多様性の保全と持続可能な利

用を社会実装し、その回復に転じる。 

と定めています。 

また、目標とすべき姿は、（1）県全体が一体となっ

た生態系ネットワークの形成、（2）希少な生き物が生

息できる生息生育環境に維持、（3）外来生物の侵入防

止と防除の推進、（4）農林水産物の持続可能な方法で

の生産、（5）野生鳥獣の適切な管理、（6）生物多様性

の価値や現状、自然の恵みへの県民の理解浸透、（7）

行政、事業者、市民団体、教育機関などによる生物多

様性に配慮した計画や事業の推進といった項目を掲

げています。 

あいち生物多様性戦略 2020 では、「生態系ネット

ワーク」と「あいちミティゲーション」を両輪とした

「あいち方式」を推進してきました。 

2030 戦略ではこの方式をより発展させた「あいち

方式 2030」を中核的な取組方針としています。 

今後 10年間で特に注力して実施する事業としては、

Ａ湿地・里山ネットワーク（湿地の保全活動を新たに

10 か所）、Ｂ希少な動植物の保全（県内の野生絶滅危

惧種の新規発生を「ゼロ」にする）、Ｃ外来生物対策

の強化（初期確認段階の特定外来生物の定着防止）、

Ｄ地域の環境保全活動の更なる活性化（生態系ネッ

トワーク協議会参加団体数の増・市町村の生物多様

性施策推進）、Ｅ都市の自然の価値再発見（「生物多様

性」の普及）、Ｆ鳥獣保護・管理の推進（ニホンジカ

の生息頭数の適正化）、Ｇ事業者の保全活動の推進

（保全活動団体と事業者のマッチング・開発事業に

おける環境配慮工法等の反映）、Ｈあいちの自然体感

の推進（茶臼山及び伊良湖休暇村の利用促進）、Ｉ国

際連携の推進（国際情報の県内への報告）、Ｊ「あい

ち方式 2030」推進プラットフォームの構築（生物多

様性サポーターの拡大）の 10 項目を重点プロジェク

トとしています。 

また、長期目標の実現に向け「（豊かな生態系を）

守る」「（生態系空間を）つなげる」「（生きものの恵み

を）つかう」「（人と自然の共生を）広める」の４つの

基本方針に基づき生物多様性に関する個別施作を総

合的に展開することとしています。 

（理事長 高山 康博） 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/bdpam

ph.htm1 
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☆指定管理者問題 

愛知県から 2020年～2024年を計画期間として2019年

12月「あいち行革プラン2020」が策定されています。そ

の中で主要取り組み事項として９つの項目が挙げられ、

５番目に「民間活力の活用」がうたわれています。そこ

では、取り組みの方向として「引き続き、・・・指定管理

者制度など、事務事業の性質に応じて、民間の知識・ノ

ウハウを適切に活用していく」とされていました。これ

を受けて昨年 10月 26日に「行政改革の推進に向けた外

部有識者による公開ヒアリング」が開催され、その結果

が公表されています。そこでは３つのヒアリング項目が

あり、②に農林基盤局より「あいち海上の森センターの

機能・役割のあり方 」が提示され、有識者の主要な意見

として「指定管理を含め、民間の力を活用した運営によ

り創意工夫することを検討すべき」と述べられています。 

かつて海上の森運営協議会では海上の森では指定管理

制度導入は事実上困難であるとの見解が示され、その理

由の一つとして海上の森の会が指定管理者となるには荷

が重いとされていました。本年３月16日の運営協議会で

は、委員から今後のあいち海上の森センターの運営につ

いての議題が提示され、検討していくこととされました。 

愛知県では今年度４月１日現在71施設に指定管理者制

度が導入されていますが、そのうち 41施設が 2021年度

に導入されています。この問題が今後どのようなスピー

ドをもって、どのような方向に進んでいくのか私にはわ

かりませんが、あいち海上の森センターが指定管理とい

う方向に進んでいけば、公募か任意指定という形式で団

体のプレゼンテーションの後に決定されていきます。仮

に海上の森の会が指定管理者となれないなら、自然調査

グループを除き、他のグループは現在のような活動が出

来なくなります。但し、指定管理者となった団体が会に

委託してくれば、どのような形態になるか分かりません

が活動ができることになります。この問題は海上の森の

会にとって大変大きな問題です。会員の皆さんは当事者

意識をもって考えていかなければならないと思います。 

（前理事長 石川 明博） 

☆総会を終えて 

コロナ禍により書面評決により行ってきた総会を３年

ぶりに対面で行いました。会場は十分な広さのある山口

公民館を確保しましたが、予想していたことながら出席

者は少数でした。少しでも出席者を増やそうと日進で活

動しているグループによるコカリナ（木製の小さな笛）

のミニコンサートを企画しましたが、あまり効果はなか

ったようです。それでも皆さん楽しんでいただきました。 

令和４年度役員等一覧 

役職 氏名（所属）  

理事長 高山康博 新任 

副理事 原秀男（里づくり）・出口なほ子（里のくらし） 留任 

理事 

阿部與佐雄（里づくり）・杉浦元保（森づくり） 

今村朋範（里づくり）・西本治美（森づくり） 

細川小百合（自然調査） 

留任 

監事 

浦井 巧 留任 

石川明博 新任 

（石川 明博） 

☆新理事の言葉 

新理事長 高山康博 

今年度から海上の森の会の理事長になりました高山康

博と申します。 

海上の森につ

いては、平成 26

年度に海上の森

センターに 1 年

という短い期間

お世話になりま

した。その後、

たまにですが、

海上の森に出向

き接することを

楽しんできまし

た。 

海上の森の会が設立されて18年が経過し、その間、NPO

法人化が行なわれました。会が抱える問題は多々あると

思いますが、私自身が一番に気になりましたのは、会員

の安全、一般参加者の安全が保たれているかということ

でした。 

森の会の活動は、間伐等の危険作業から農地の管理、

自然観察等に至る幅広い範囲で行なわれており、いつ重

大事故が発生してもおかしくない状況にあるのではない

かと思っています。 

そこで、当然のことではありますが、安全対策を重点

的に実施し、会員の安全、一般参加者の安全確保を進め

海上の森を楽しく、安全に利用していきたいと考えてお

ります。こうしたことは海上の森の会だけではできませ

んので、あいち海上の森センター、地権者の皆様、会員

各位、関係者の皆様のご協力を得て、できることから 1

つ 1 つ進めていきたいと考えておりますので、宜しくお

願い致します。 
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☆こども講座「森であそぼ！」 

さる令和４年７月 10 日（日）、海上の森にて『森であ

そぼ！』が開催されました。 

当日は、朝から雨・・・。開催が危ぶまれましたが、

５家族12名（大人６名＋子ども６名）の方々に雨にも負

けず参加いただきました。参加者様の熱意？により雨は

程なく小降りになり、後半には雨はすっかり上り曇り空

になりました。 

今回は、虫を中心とした生き物探しがメインテーマで

す。雨の日は雨の日なりの生き物が見られますと言った

とたん、サワガニやアメリカザリガニが出現！水たまり

ではトンボのヤゴ発見！と子どもたちの生き物に対する

好奇心が最初から炸裂です。 

子どもたちには途中保護者と別行動をとってもらい、

ネイチャーゲーム「カモフラージュ」を実施。自然の中

で昆虫の擬態や保護色を学びました。小学１年から４年

までを対象にしましたが、このころの子どもの観察力や

行動力には、いつもながら感心させられます。 

海上の森センターから特別の許可をいただき、採集し

た生き物はそれぞれが小さなケースや虫かごに入れてお

きます。虫やほかの生き物を実際に見て、採って、触っ

てみる経験は現在ではなかなかできないことですが、子

どもたちにとっては、大変貴重な体験になったと思いま

す。保護者の皆様もそんな子どもたちを見て新たな発見

があったならうれしい限りです。 

林の中で飛んでいるトンボ？を皆で捕まえました。よ

く見るとちょっと珍しいウスバカゲロウでした。これも

雨のおかげで出現したのかな・・。子どもの中には、虫

の名前を良く知っている子がいましたが、初めて見た！

と感動していた姿にはむかしの私を見ているようで、こ

ちらも感激しました。 

センターに戻り、採ってきた生き物たちをそれぞれが

自慢気に披露したあと、みんなで森に帰しました。帰り

際に面白かった！と言ってくれた子どもたちに感謝です。 

最後になりましたが、色々と準備作業に携われた自然

調査グループのスタッフの方々や、協賛いただきました

なごや環境大学様に謝意を申し上げます。毎年続けたい

イベントがまた一つ増えました・・。 

（自然調査グループ 源田 孝） 

 

会の動き 

☆他団体との交流 

瀬戸まるっとミュージアム・観光協会 

新型コロナの影響で対面での開催が避けられ、書面表

決方式としてきた理事会が本年５月 13 日久しぶりに対

面での開催となりました。主な議題は決算関係と本年11

月に開園されるジブリパーク関連でした。開園により多

くの観光客がこの地方に集まってくることが予想され、

この大きな人的資源をいかに

瀬戸市に誘導してくるかを模

索しなければならないと述べ

られました。万博記念の森と位

置づけられた森で活動する当

会としてもそこに一役を担え

ればと述べてきました。 

（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の蔓延拡大が収まらない今年の

テーマは、「ひと味きかせた！まちづくり活動～with

コロナでリスタート～」です。 

事業を５回に減じながらも、それぞれの活動を次に

繋げるよう実施します。特に「交流フェスタ 2022」

は規模を縮小してでも実施すべきということで、10

月８日(土)の開催が決まりました。昨年同様発表団

体を募集することになりましたので、森の会も申し

込みをする予定です。（副理事長 出口 なほ子） 

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＞今回3回目となるSDGs AICHI EXPO 

2022 の案内がきました。開催は 10 月 6.7.8 日で場所は

愛知国際展示場（常滑）です。当会にもブース出展の案

内が来ていますが、通常の出展料が高額で NPO に対す

る無料のブースは極めて狭く（間口

1.5ｍ）、広大な会場で多くの有名

企業が華やかなブースを展開す

る中、当会への来訪者がどの程度

期待できるかなど今後の検討と

されました。 

＜東部丘陵＞6月16日zoomによる総会が開催されま

した。当会は加入後初めて参加し、簡単な会の紹介を行

いました。その他の議題は今年度のあいち自然再生カレ

ッジに関するもので、講演者など順次お知らせしたいと

のことでした。この文を作成している

時点ではチラシが作成され各所に配

布されています。当会にも4回目の講

座の現地案内を依頼されています。詳

細は右のQRコードで見られます。  （石川 明博） 
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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！ 

写真左より 主査 永田 義信氏、所長 手島 俊彦氏、 

主事 櫻井 真人氏 

 

所長 手島 俊彦氏  令和４年度より、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

から当センターの海上の森の保全と活用の取組に対し、ご

理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

コロナ禍も拡大と縮小を繰り返しているところでありま

すが、対処方法も確立してきており、しっかりと感染防止

対策を講じながら、引き続き多くの皆様とともに、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。 

 

主査 永田 義信氏  令和４年度の県人事異動により海

上の森センターに赴任しました。今までは主に県内各農林

水産事務所で、森林土木工事の設計監督・許認可の事務等

を担当しており、海上の森センターには今まで全く縁があ

りませんでした。右も左もわからない状態からのスタート

になりますが、一つ一つ覚えながら、海上の森がより良く

なるよう取り組んでいきたいと思います。 

 

主事 櫻井 真人氏  新規採用として、センターに勤務す

ることになりました。民間企業に勤めていた頃に瀬戸市内

のエリアを周っていた経験がありますが、再びこの地にご

縁があり大変嬉しく感じております。まだまだ分からない

ことばかりですが、積極的に経験を積み重ね、海上の森の

保全に尽力する所存です。 

 

地域発！関連団体の紹介 

西三河野生生物研究会・三河昆虫研究会 

事務局 小鹿 亨  

西三河野生生物研究会は、発起人の一人である緒方副会

長が提示した「身近な生き物や自然の記録を残しましょ

う」を基本理念として、生き物好きな人たちで結成されま

した。 

三河昆虫研究会は、50 年程前にコメツキムシ分類の権

威・大平仁夫先生が愛知教育大学昆虫クラブを母体にスタ

ートし、地域における昆虫相の解明を目指してきました。

現在、両会は一緒に活動をしており、2023年度から両会は

合流し、西三河野生生物研究会として活動します。 

会員はそれぞれの興味・関心のある内容に取り組み、そ

の成果を

会報「三

河生物」

に寄稿し

ています。

この３月

までに14

巻（№15）

を刊行し

ました。三河昆虫研究会会誌「三河の昆虫」は次号で最終

№70になります。「三河生物」と「三河の昆虫」は、西三河

地方の自治体の図書館や自然観察関係の施設等に寄贈をし

ています。 

会員相互の情報交換・親睦、および学習会を兼ね、毎月

第４土曜日の夕方に「サロン」として、安城市市民交流セ

ンターで月例会を行っています。近年のコロナ禍で人が集

まるのが難しくなる中、そんな中で、オンライン会議と会

場の「ハイブリッド」で継続しています。昨年度からは、

会員の持ち回りで、毎回講演を入れてより充実した会合に

なっています。 

愛知県内を中心に年数回の観察採集会を開催しており、

2022年度も渥美半島や段戸裏谷などをフィールドに、観察・

採集活動を行っています。毎年３月に総会・研究発表会を

行っております。今、地方の研究会では「高齢化」が問題

になっていますが、本研究会では若い会員も少しずつ増え、

近年は小学生の会員も参加しています。 

環境教育に積極的に関わり、研究者や専門家の視点から

正確な情報の発信を心がけています。学校の総合学習や各

種観察会にも会員を講師として派遣してきました。今後も

地道に活動を続けていきたいと考えています。 
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時々休みながら、木曜日の調査に参加しています。

海上の森で見られる樹木について考えてみます。 

 

１．エゴノキの特徴 

今年の４月に中津川市乙女渓谷に何度か行きまし

た。人里はサクラ終盤の季節ですが、標高 1000ｍの

乙女渓谷はまだ早春、タムシバやアカヤシオが山肌

を彩っています。標高の高い所にエゴノキがいると

思っていなかったので、海上の森などで見慣れてい

るはずのエゴノキの芽吹きが分かりませんでした。 

 エゴノキの特徴は花、実、虫こぶ、オトシブミなど

があります。しかしそれらがないと特徴がない植物

です。また分布が広くて、思わぬ所で出会います。 

 

 
葉は透かすと葉脈が白く浮き出るといわれますが、

花や実がないとよく迷います。 

 

 語源は「えぐい木」、果肉にエゴサポニンが含まれ、

かじると喉を刺激する味がして舌がしびれるようで

す。かじったことはありませんが…。 

 花は「新緑」が「深緑」に変わるゴールデンウイー

クの頃、１週間ほどの短期間に咲き乱れます。英名は

Japanese snowbell、雪のように白い釣鐘、何とも良

い名前を付けてもらいました。 

２．エゴノキの分布 

 分布が広く、北海道渡島(おしま)半島から琉球列

島までいます。なので思わぬ所で出会います。 

 文一総合出版『琉球の樹木』で調べると、名前を変

えずに北海道から沖縄まで分布するのはエゴノキと、

アオツヅラフジ、クサギ、センニンソウ、マサキ、ナ

ワシロイチゴ、ニガキ、ヌルデなど 8種です。 

 本州に広く分布しても北海道に渡れない植物、あ

るいは沖縄に出現しない植物が多くいます。また沖

縄では変種としてアマミ○○、シマ○○、ヤエヤマ○

○、オキナワ○○、ヤンバル○○、リュウキュウ○○、

タイワン○○と名前を変える植物もいます。 

 ７月に沖縄に行きました。沖縄のエゴノキは葉や

花、果実が大きく、花期が秋から春と早いなどの違い

があります。葉がとてもごつくて、常緑樹の雰囲気の

ものがあり、驚きます。あるいは変異の範囲内かも知

れませんが、「コウトウ(紅頭)エゴノキ」と分ける意

見もあります。紅頭は台湾の小島の名前です。 

 

 

３ エゴノキの最大の特徴は冬芽 

分布が広くて思わぬ所で出会って戸惑ったりする

エゴノキです。また地域や場所で姿を少し変えたり

します。エゴノキは川筋の湿潤な所に多い植物です

が、尾根などの痩せ地では葉を小さくして、枝を細く

して這って耐える姿もあります。 

 

 しかし、エゴノキ最大の特徴は冬芽と思います。副

芽のある米粒の形の冬芽が、花が咲き始めるともう‼

あります(天白公園)。ただし冬芽が見えない距離だ

と、やはり何だろうと迷うことがある植物です。 

自然調査グループ 長谷川 貢 

 

 



グループ活動報告 
 

6 

 

自然調査グループ・生物季節調査 

今年の６月は異様な暑さで末には梅雨明けしてしまい

ました。活動も気温が一定以上高い場合には中止として

ありますが、６月の終わりごろには38度近い予報だった

ように思います。６月に気温で中止にしたのは初めてで

した。それでも他の週には例年のようにウラナミアカシ

ジミ（写真上左）やコカモメ

ヅル（写真上右）、湿地では

コバノトンボソウ（写真下）

も数が増えて楽しく調査でき

ました。 

自然ウォッチング 

今年のウォッチングは天気にあまり恵まれません。４

月は小雨模様で参加者は11名、５月も雨模様で９名の参

加者でスタートしたものの四ッ沢の少し上まで行ったと

ころで雨が激しくなり中止、６月は無事開催でき、例年

参加される方も待ちかねたように今年初めて参加され、

スタッフ９名、参加者 33 名の大勢の観察会となりまし

た。久しぶりに物見山コースを復活させ眺望を楽しんで

きました。ところが７月は開始時間になったころ小雨模

様でしたが、雷が徐々に近づいてくる様子で実施は危険

と考え中止としました。 

未来遺産関連 

コロナ禍により中止となっていた未来遺産関連事業を

久しぶりに行ないました。今回は屋戸湿地上流のカンア

オイの保全として日本ユネスコ協会連盟、株式会社住友

ゴム工業ダンロップとの協働で笹刈りを行ないました。 

(自然調査グループリーダー 石川 明博) 

里づくりグループ・里と森の教室 

今年も５月から、「里と森の教室」が開講し、５月末

にメインの田植えを行ないました。初めての方も多い中、

丁寧にかつ順調に終えることができました。 

６月、７月と根気のいる草取りの作業をやっていただ

き、稲は順調に育っています。また、教室では野菜もお

世話していただき、お土産としてお持ち帰りいただいて

いますが、今年は思いの外、野菜の出来がよく、豊作と

なっています。たくさんのジャガイモやタマネギが収穫

でき、それぞれのご家庭の食卓でとれたての野菜を楽し

んでいただけたことと思います。 

今年は、スイカがとても良くできており、７月末の自 

主活動日に、里で収穫できたスイカでスイカ割りを実施

しました。初めてで遠慮がちなお子さんもいましたが、

最終的には全てのお子さんがチャレンジでき、見事にス

イカを割って、満面の笑顔を見せてくれました。今年の

スイカは、売り物に引けを取らないくらい甘く、皆で美

味しく、お腹いっぱいいただきました。 

この後も、これまでに植えたサツマイモ、サトイモ、

カボチャが順調に育っており、秋に向けて収穫が楽しみ

です。スイカ割りの次の教室のプログラムは、もう稲刈

りになってしまいます。それまで、里グループでしっか

りとお世話をしていきたいと思います。 

最近、新たに加入したメンバーも増えてきたことから、

事故なく、ケガなく作業を行うため、刈払機の安全講習

を受講することとしました。これを機に、改めて作業の

安全に対する意識を高めていきたいと思います。まだま

だ、稲刈までは暑い日が続きますので、熱中症にも気を

付けて、耕地管理の作業を進めて行きます。 

（里づくりグループリーダー 今村 朋範） 

森づくりグループ・森林（もり）づくり 

海上の森健全化10年プロジェクトは７年目になりまし

たので、４月２日にこれまでの進捗を点検するとともに、

今年度の進め方を皆で共有しました。その結果、通称

“1.7ha”では新規コアジサイ群生地の整備など４件を、

通称“5.66ha”では４ゾーンでの２割の間伐など３件を

実施することにしました。 

今期はヤマザクラの生育調査、新規コアジサイ群生地

の作業道の整備、竹林の皆伐などを実施しました。コア

ジサイ群生地ではコアジサイが背丈ほどに成長し、今年

も薄紫色から白色の花が咲き誇り、甘いにおいを放って

いました。 

企業連携では、５月２日(土)にTBエンジニアリングの
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コアジサイ群生地 

間伐体験を参加者12名で実施しました。７月２日(土) 

も予定していましたが、近くにサンコウチョウの営巣が

見つかったため、秋に変更しました。また、５月21日

(土)にカルビーがサツマイモの苗(100本)の植付けを参

加者8名で実施し、６月25日(土)にジャガイモ掘り(110

㎏)を参加者４名で実施しました。 

（森づくりグループリーダー 杉浦 元保） 

木工芸教室 

“廃材が美しい形に変わりました” 

森づくりグループでは森の整備（間伐、除伐、倒木処

理）で発生する廃材を板加工して木工芸教室に提供して

います。 

センター１Ｆの展示コーナーでは多種多様な作品が勢

揃いして来訪者を出迎えています。小さなペン立、一輪

挿し、実用と美を備えた中皿、プロ級の造形と装飾をほ

どこした皿等。“木”の持つ魅力は尽きませんね！！！ 

（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の蔓延が収まらず、本年も里の

「五月節供」は縮小ということになり、久しぶりに集っ

たスタッフだけで行ないました。 

こういうとき、大きな味方となる「もちっ子」の助け

を借りて、里の「ひな祭り」と同様、五月節供でも「あ

んころ餅」を作り、柏餅とともにサテライトの床の間に

お供えしました。お供えにはほかに、煮物、和えものを

添えましたが、これは担当者が家から持参しました。 

次回は９月17日（土）の「里のお月見」ですが、里と

森の教室の自主参加日になっておりますので、行事内容

は里づくりグループのスタッフと打ち合わせをしながら

実施したいと思います。 

サテライト維持管理 

スタッフに家の事情で出られなくなった方々がいるた

め、サテライトと周辺の庭の手入れが思うようにできな

くなり、四苦八苦しております。６月末の草刈りは里づ

くりグループの応援を得て何とかできましたが、草を根

から引き抜く草取りはできませんでした。サテライトは

会員ばかりでなく、海上の森を訪れる方々にとって憩い

の場となる大切な施設です。維持管理には多くの人手が

必要となります。ぜひとも皆様方のお力添えをお願い致

します。 （里山文化グループリーダー 出口 なほ子） 

情報広報グループ 

取材余滴 梅雨の晴れ間のある日 

月に２〜３回は海上の森を訪れます。春の花たちが咲

き終わった梅雨の晴れ間のある日。さてさて今日は何を

目的に歩こうか？そして今日の出会いは何かしら？あて

もなく歩き出します。 

汗止めのバンダナから汗が滴り落ちます。やがて今年

初めての夏蝉の声を聞きます。雨上がりの薮の斜面では

シマヘビがお散歩中、黒い金平糖の様なジャコウアゲハ

の幼虫三匹はお食事中。夏が始まったばかりなのに、気

の早いアキノタムラソウが蕾をつけてます。樹上ではソ

ウシチョウが盛んに口笛を吹いてくれます。この森のど

こもかしこも、私にとっては自然の宝石箱。 

そして本日の大ヒットは、なんとなんとカキランとの

出会いでした。やれやれ遠くで雷鳴が聞こえ始めました。

今日のところはこれで帰ります。サァー、今晩も間違い

なくビールが美味しいぞ！ 

（情報広報グループ 原田 宏美） 

カシャバ(フモトミズナラ)で作った海上の柏餅(左)と内飾り（右) 
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★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。 

 

 

海上の森の会 活動予定 2022 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 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） 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

耕地管理(人参と大根の種まき、草刈り、稲架作り） 4(日),11(日),18(日),24(土) 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室（稲刈り） 25(日) 9:30～14:00 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 製材小屋前 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 14(水)、18(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 17(土) 17:00～20:00 里山サテライト 里山文化 

推進会議 24(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

10 

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） 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

カタツムリ等の陸貝調査 4（火） 13:00～15:00 入口駐車場 自然調査 

★こども講座「森であそぼ！」 9（日） 9:30～14:00 センター駐車場 自然調査 

あいち自然再生カレッジ案内 22（土） 14:.00～16:00 入口駐車場 自然調査 

耕地管理（脱穀、草刈り、人参と大根の間引き） 1（土）,16(日),22(土),30(日) 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室（サツマイモ掘り、間伐体験） 2(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 12（水）,16(日),26(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

推進会議 22(土) 12:30～14:00 協働推進室 1 理事長 

11 

生物季節調査 3,10,17,24 各木曜の日 9:30～14:00 入口P、ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

森と綠イベント案内 5（土） 13：30～14:30 入口駐車場 自然調査 

★自然ウォッチング 申込不要 6（日） 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

耕地管理（玉葱の畝立て、干し柿作り、水路整備） 5(土),13(日),26(土) 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室(燻炭作り・里芋掘り/収穫感謝祭) 
6(日 )/収穫感謝祭 20(日 )＝

9:00～14:30 
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 9（水）,20（日）,23（水） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

推進会議 26(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

 

12 

生物季節調査 1,8,15,22 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） 9:30～14:00 入口駐車場 自然調査 

★こども講座「森であそぼ！」 11（日） 9:30～14:00 センター駐車場 自然調査 

耕地管理（田の耕耘、水路整備） 11(日),18(日),24(土) 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

※里と森の教室(落葉かき、水路整備) 4(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),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 14（水）,18（日）,28（水） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

★四季のイベント・正月準備 25(日) 9:00～14:30 里山サテライト 里山文化 

推進会議 24(土） 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

★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 

 

 

 

 

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 髙山 康博 

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 
E-maiｌ：morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp 

海上の森の会 検索☚ 

 

問い合わせ時間、火～金、9 時より 12 時まで 
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