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１８年度の成果を総括し、１９年度の活動計画を総会に諮ります。 

会員の皆様、是非ご参加下さい。 

 

期 日 平成１９年３月２１日（水・祝日） 

 

時 間 午前１０：００ ～ １１：３０ 

 

場 所 瀬戸市「瀬戸蔵」 4Ｆ多目的ホール 

 

住所   瀬戸市蔵所町 1－1 

    （駐車場には限りがありますので公共交通機関をご利用下さい。） 

尚、１９年度会費は総会当日、会場でも申し受けいたします。 

 

 
第３回『海上の森の会』定期総会のご案内 

 

昨年開催された第２回総会の様子 
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海上の森の会が発足して、すでに２年が経過しました。愛知万博閉幕後の海上の森は、ひっそりとし

た過去の歴史に戻るどころか、ますます多くの人々が憩い、散策し、自然と触れ合う場として注目され、

また活用されつつあります。同時に里山保全への努力も始まり、自然環境保全地域の指定など希少種保

護の活動も具体的に行われつつあります。会の活動の中でも自然の調査・記録は重要な位置を占めてお

り、少しづつ成果も出始めています。他方、里と森で楽しみながら自然と生活と歴史を学ぶさまざまな

活動、森の整備、里の整備なども、多くの会員の参加を得て進められています。広い意味で里山を学び、

自然を体感しつつ保全しようという当会の事業は順調に進捗しているように見えます。 

 しかし、問題もたくさんあります。会の活動が活発に、そして広範になるにつれて、活動参加者の固

定化や事業開催の労力が一部の会員に集中するという傾向も出始めています。会の広報のあり方にも問

題があるかも知れません。田畑を脅かすイノシシとの健全な付き合い方も会として学ばねばなりませ

ん。会の役員と運営会議は一人でも多くの会員の皆様のご意見を聞きつつ、多様多彩な活動をこれから

も続けてまいります。総会は会の方向性を探り、ともに進むための貴重な場です。会員の皆様方のご参

加をお願いいたします。（木村） 
 

総会へ向けて 



 

海上の森シンポジウムを開催しました 

今回は 2 回目で愛知県との共催により、12 月 23 日(土) 瀬戸市 瀬戸蔵多目的ホールで開催されました。今年

5 月瀬戸市、長久手町で開催される「全国野鳥保護のつどい」の関連事業として自然環境保全活動モデル事業のひ

とつにとりあげられ計画されていたものです。主催者から海上の森の会会長木村光伸より開会の挨拶、愛知県自然

環境課小田佳樹課長の来賓挨拶に続き、記念講演、パネルディスカッションがあり 16 時 5分に閉会しました。 

海上の森シンポジウム記念講演 要旨 
 

記念講演「里・人・水辺―水が生まれる海上の里山―」 
講  師 國村恵子氏（名古屋市水辺研究会代表） 

 
講演要旨 

 講演の冒頭、子ども時代の経験を通して、どの様に川に係わりを持つようになったかについて経緯と、現在で

も 1年に 30本位の川や源流を歩いていることを紹介された。 

 

「これから見て頂くスライド、里山の自然、春夏秋冬の風景をご覧頂いて、実は里山の生態系を維持しているの

が『水辺』であることを、最初にもう一度振り返って頂けると有難いことだと思います。後半は、里山がいろい

ろと持っている、全国的にもそうですけれど、土地所有形態、管理の方法、いろいろな係わり方について、それ

らを紐解いていくきっかけになればよいと思い紹介したいと思います。今オオタカが絶滅危惧種ということがあ

りましたけれど、里山では里山人自体が絶滅危惧種になっているかも知れないと言うことが前提になっていま

す」と語られ、そこでスライドが写し出された。 

「これらの里山の自然が、半世紀先にも生きながらえているでしょうか。そのころには 65 歳以上の高齢化率が

41％と試算され、里山自体が絶滅危惧種となっている可能性が高いと私は思っています。ふるさとの光景がああ

懐かしいなと感じているのは、この会場にいる人達は皆共有しています。しかし 2世代 3世代あとの人々にとっ

て、この風景が懐かしいとか無くしてはならない大切なものだと思う感性や文化を創造して頂けるかどうかとい

う不確かな時代がやって来ると思います。今私達はこの里山や里山人との関わりをどの様にしていけば良いか、

今日は真剣に感じあうフィールドだと思っています」と強調された。 

ボランティアによる里山、雑木林、湿地、人工林管理の関わり方、団塊に世代を主軸とした半世紀先に里山を絶

滅させない道筋の付け方等について問題提起された。海上だけでなく瀬戸市の多くの里山では、少子化、市街化

による保育園や小学校の統廃合、過疎化による水田の休耕地化、不在地主、人工林の崩壊、竹の浸出、産廃処分

場などいろいろな環境問題を抱えていて、里で育成されて行く地域社会システムを今土地所有者を含めて構想し

て行くことが大切であると述べられた。                             

＜パネルディスカッション＞ 

自然と暮らしの調和―里を守るためにできることー をテーマにコメンテーターに國村氏、パネラーにあいち海上の森

センター所長浦井氏と会員 3 名、コーディネーターに木村会長で行いました。 

要約すると里山の現状を守るだけではなく復元するためには 100年先を見据え、耕作者と里山に活動する協力者と管理

する行政とが協働していくことが重要で、中でもため池を再生し、休耕田を復活させることは里山を次の世代に引き継

ぐことにもなります。 

                          （似内、藤野） 
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会・グループからの報告     

学びと交流のつどい 

【１月・交流のつどい；正月行事・ドンドコ】14 日（日）、里山サテラ

イト。「ドンド」のほか、正月の行事食「二日のトロロ」「七草粥」を作

り、皆でいただきました。 

【２月・学びのつどい；野村隆光氏「海上の森の湧水湿地に見られる鉄

バクテリアのバイオマットの研究」】25 日（日）、あいち海上の森セン

ター研修室。あいち海上の森センターとの合同企画。海上の森の湧水湿

地などで採取したバイオマット（鉄バクテリア沈殿物、湿地や水田に浮

くギラギラ）を室内で実験し、その有効利用の道を開いた幡山中学校科

学部自然科学班との共同研究の成果について報告していただきました。  

１２月２４日 オコズナ撒き 

1 年間の活動内容 

平成 18年度には、「学びの集い」（講座）のほか、季節の折々の行事食作りと会食、植物観察会（春と秋）、

ホタル観察会、海上の資源を活用するもの作り教室などをおこなってきました。 

問題点と今後の取り組み 

１、このつどいは海上の森の会「会員の日」でもありますので、会員各自のスケジュールに組み込みやすくする

ためにも開催日を定例日化して欲しいとのご意見が寄せられております。是非検討したいと思います。もっとも、

三月節供、五月節供などの行事やヘイケボタル観察会のように、時節が限定される行事は、その最も適した日時に

実施する方がよいと思われます。 

２、このつどいの広報発動がうまくいっていないというご意見もしばしば寄せられました。今のところ、交流の

つどいの行事予告は会報と会のホームページの掲載のみです。目下、海上の森の起点ともいえる海上の森入口駐車

場と里山サテライトに広報板を設置する計画が進められております。何よりも、広報の原点でもあります会報が読

みやすく、親しみやすく、利用しやすければ問題ないのですが。 

３、このつどいがほんとうに会員相互の交流と活性の場になっているのかという点も考えてみなければなりません

でした。行事が過密で、ゆっくり話し合う時間を取ることができない日もありました。これはまさに企画について

の反省材料です。企画・実行への会員の積極的な参加を切望する次第です。交流の活性化のためには会の事務所を

もっと機能させる必要もあります。ご意見をお寄せ下さい。                     （伊藤） 
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☆問題点と今後の取り組み 
「学びと交流のつどい」は、平成 18 年度に会員・親子が海上の森に集い、

親しむことのできる機会を持ちたいという会員の声から生まれました。 

海上川沿いの道路に沿って屋戸橋から海上集落までのゴミを回収し、海上の里周辺にはびこる笹や竹を切って里山保

全を目指している。今年度は４月１６日（日）、８月２７日（日）、１２月１０日（日）の３回行った｡各回の参加者は

1８-３０人程度で海上の森の会会員が大部分であるが、一般の人も数人程度の方が参加した。 

ごみの量は毎回変動し、多いときには、不燃物ゴミ約２０袋、可燃物袋約１５袋、冷蔵庫、タイヤなどの粗大ゴミが

軽トラック３台分ほどあった｡少ないときにはごみ袋計５袋、粗大ごみ軽トラ 1台分の程度である。     

ごみ回収後、竹の間伐を行い、竹の子堀とか、間伐した竹を使っての尺八つくりなどをした。 

竹を使っての工作は好評であるが、一日のうちに、ごみ回収、竹伐り、工作の 3つを行うのは無理があるようだ。粗大

ごみなどをよく捨ててあるが、海上の森センターが回収したり、他の市民グループがごみ回収をすることもある。今の

ままで環境保全活動を続けるのがいいかどうか、活動しながら検討してゆきたい。 

次回ゴミ回収は 4 月 22 日（日）午前 9 時半海上の森入り口駐車場集合で行います。この保全活動は、特に専門的な技

術も必要としないゴミ拾いと竹間伐などですが、誰でも気軽に参加できて海上の森を美化し、景観を保全する重要な活

動です。大いにご参加ください。                                 （馬宮） 

環境保全グループ 

☆活動記録（１２月～２月） 

【12月・交流のつどい；大掃除と年末行事】24 日（日）、里山サテライト。大掃除と障子貼りの後、年末行事の

「餅搗き」「門松立て」「オコズナ撒き」をおこないました。 



 

里作りグループ 

☆報告 

 今年度もあいち海上の森センターが主催した里の教室（8回の作業と説明会、収穫感謝祭）のお手伝いを行いまし

た。作物の出来としては、サツマイモがイノシシの被害にあい、ほぼ全滅となりました。田んぼにも侵入しました

が、稲作にはたいした被害もなく胸を撫で下ろしました。 

☆問題点と今後の取り組み 

 新年度の里の教室に向けて、現在あいち海上の森センターと海上の森の会でワイヤーメッシュと鉄筋を使った恒久

的な防御柵を建設中です。楽観は出来ませんが十分な防御柵になると期待しております。一方、夏場の作業日以外

の田畑の管理、主として雑草取りが思うにまかせません。ひとりでも多くの会員の方々に参加していただきたいと

願っています。新年度の活動日程が決まりましたら早くお知らせしますのでよろしくお願いいたします。なお、森

の会の長期的目標として「ため池を再生し、休耕田を復活させる」という構想を立てています。                                    

(鈴木俊) 

生活史調査グループ 

☆活動記録（１２月～２月） 
グループとしての行事はなく、12 月 24日（年末行事）と 1月 14日（正月行事）の「交流のつどい」をサポー

トしました。 
☆生活史調査グループの立ち上げと活動指針  

本グループの前身であるアカデミーグループが、講座の運営に偏重し過ぎたことの反省にもとづいて、新グル

ープ設立にあたっての活動指針として、１生活用具（民具）の整理、補修とデータのカード化、２生活史資料

の収集とデータベース化、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溜池の再生のための

予備的調査、という 4 つの柱を立てました。 

☆1 年間の活動  

今年度は今までに収集した生活用具、聞き書き資料の整理と管理を中心に活動を進めました。年度の前半は

生活資料を管理するための調査カードの内容検討をおこない、調査カードを作成しました。後半はイノシシ被

害が多くなり、イノシシ柵の補強作業への参加、イノシシ対策連絡会設置への呼びかけなどに終始しました。 

☆問題点と今後の取り組み  

１、グループ参加者が少ないこともあって、今年度はすでに収集した資料の整理から始めましたが、交流のつ

どいがおこなう年中行事の再現、海上にある古い民家の応急処置、里のくらしに直結するイノシシ害の対策な

どへの参加協力も必要になりました。このため、当初予定していた活動がなおざりにされました。 

２、それにもかかわらず、グループの指針に、あらたに、５民家の現状調査と補修・屋敷の整備、６イノシシ

被害調査と対策、も課題として浮上してきました。５は里山サテライト維持管理グループとの、６はあいち海

上の森センター・山口地域・瀬戸市との連携が重要になります。 

３、調査を主眼とする本グループには、長期にわたる地道な活動が望まれます。しかし、眼前の問題を無視す

ることもできません。これらの問題に本来優先順位はありません。できることなら、それぞれの柱に担当者を

出すことができるか、あるいは別個のグループが立ち上がれば、機敏な対応が可能となります。本グループに

積極的に参加し、それぞれの指針を担ってくれる人、大歓迎です。 

（伊藤） 
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１月１４日 どんど焼き 

 

１２月２４日 餅つき 



 

森作りグループ 

☆活動のまとめ 

Ｈ１８年 9月１９日～Ｈ１９年２月２４日まで、１６回（延べ１４０

人参加）企画しました。（途中一回は県の行事に合流参加）最低５０

０本もの間伐を行うことができました。 

いくつかの特徴を報告いたします。 

① リーダーが全く不在だったにも関らずサブリーダーを中心に、精

力的に楽しく取り組んでいただけました。しかも主だったケガも

なく本当に頼もしく誇りに感じました。 

② 特に、集合してからの柔軟体操、そして一人一人が「一日のまと

め」を必ず提出していただきました。この点でも昨年より数段レ

ベルアップを図ることができたのではないでしょうか。 

③ 「グループ内での技術交流」については、意識的な取り組みはで

きなかった（と思われる）が、枝落とし・ノコギリ使用の間伐・

チェーンソーを使っての間伐・土手の草刈りなど、適時楽しく取

り組めたものと思われます。 

④ 「座学」や「異なる間伐方法の実験」については取り組めません

でした。 

☆課題 

 ① 引き続き「サブリーダー制」や「体操・まとめ用紙の提出」の

維持 

 ② グループ内での研鑽（技術のレベルアップ） 

 ③ 何より「楽しくやる」（ノルマを考えない） 

 ④ 活動日の研究  

 ⑤ 県の方針とのすり合わせ             （福田） 

 

自然環境調査グループ 

☆報告 

昨年 1年間実施した海上の森の生物調査を、今年も 1月 4日から毎週木曜日午前 9 時半に集合し、海上口駐

車場から四つ沢を経て物見山に至る林道から海上の里に出る昨年のコースで行っています。 

昨年 1 年間に観察した草、木の開花、野鳥、昆虫について行なった生物調査の成果をまとめた「平成 18 年

度海上の森生物調査報告書」は、あいち海上の森センターで生物情報として活用されます。 

今年になって、草はスズカカンアオイ、ニオイタチツボスミレ、オオイヌノフグリ、オオバタネツケバナ、

タネツケバナなど。木ではマンサク、サクラバハンノキ、ハンノキ、ヤマウグイスカグラ、ヤブツバキの開花

が観察され、アズキナシ、ヌルデ、マルバアオダモ、リョウブ、エゴノキなどの花芽が見られました。野鳥で

はアオジ、エナガ、カシラダカ、シジュウカラ、ヒヨドリ、メジロ、ヤマガラ、ルリビタキなどを落葉した雑

木林や里の田んぼで、高空でオオタカも観察されました。ニオイタチツボスミレが１月に観察されるのは今ま

でに例のないことです。 

今年になってから、林道沿いと里で調査対象木として札を下げた樹木が伐採されてしまいました。 

☆問題点 

 報告の中にあるように、自然観察の調査対象木が伐採されました。人が通過するのに危険があるところは止

むを得ませんが、確たる理由がない場合の伐採は辞めていただくようにしてください。スギ、ヒノキ、サクラ、

ツバキ以外の木を雑木（ざつぼく）と呼ぶ習慣が招く問題なのかもしれません。 

☆提案 

 調査対象木が伐られるのは、海上の森が全体としてどのような在りようを目指すのかが、はっきりしていな

いために起こるのではないでしょうか。生命がにぎわう里やまは、従来の雑木（ざつぼく）感覚から脱して、

固有種を中心にした生物多様性を目指す中から生まれるはずです。あいち海上の森センターは、昨年の１２月

７日締め切りで「海上の森保全計画（案）」を募集しました。後日それをまとめたものが発表されるでしょう。

まずそれに期待し、注目したいと思います。 

 （似内・曽我部） 
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自然環境保全地域情報です！ 

 環境部自然環境課自然公園グループから海上の森の会に対して、自然環境保全地域への立会い要請があり

ました。 

 

１．屋戸湿地の観察路設置 

 昨年、自然環境保全地域が設定され、湿地を守りながら見せる工夫として、湿地の木道設置案が自然公園

グループから海上の森の会に説明されました。木村会長からは、湿地の植物には日光が遮断されることが一

番問題ではという指摘がありました。 

昨年１１月２４日、コモウセンゴケを踏まないようにするため、現在乾燥した道となっている場所を活かし

ながらのルートを検討しました。（立会い、曽我部） 

１２月５日、豊田市の河川などの見学会が「あいち環境くらぶ」のフィールドワークとしてありました。自

然公園課さんを誘い回りました。その結果自然公園グループでは、建築や土木の専門家などから意見を聞き、

当初考えられていた豊橋の葦毛湿原などに見られるような木製の木道を、グレーチングに変更することにな

りました。グレーチングとは、溝の蓋に使用されている金属性のメッシュ状のものです。これだと、地面へ

の日差しはかなり確保されます。今年度３月いっぱいには設置され、湿地への踏み圧を避けるような方策が

取られる予定です。 

 

２．シデコブシの被圧 

 海上の森を代表する東海地方固有種であり、レッドデータブックに上がるシデコブシですが、陽樹である

ため成長には日差しを必要とします。しかし、山に人が入り利用しなくなって久しい現在では、周囲の樹木

で影になり問題になっています。 

２月２２日、自然公園グループと、生物調査後の自然環境グループで屋戸川、寺山川の湿地を見て回りまし

た。昨年よりはずっと多い花芽を確認したものの、すでに次世代を残す力を持っているのかどうか不安にな

るような木も多いことに気づきました。海上の森の調査をしている研究者のアドバイスで、今から手を入れ

て力を盛り返す可能性のある、比較的伐採しやすい２箇所ほどが選ばれるようです。モニタリング結果に関

心がわきます。 

できれば、自然環境調査グループも参加しながらプロセスを見て行きたいと思います。 

 寺山川では、東海豪雨によって自然撹乱が起こり明るくなった場所で元気になったシデコブシもあります。

植物にはある程度の撹乱が必要なときもある例です。 

シデコブシは、この海上の森を象徴する種です。この種だけでいいというのではありませんが、他の種との

関係のバランスがよくなれば、森そのものがこの地域にふさわしい姿になるのではないのかと考えさせられ

ました。                                        （曽我部） 

 

❤自然は一つ、つながっているよ～❤ 

―７－ 



 

自然との付き合い方、あれこれ 

私の子どもの頃、日本の国は「豊葦原の瑞穂の国」「秋津州・トンボの国」「アキアカネの群舞する自然豊かな

国」ということでした。 

本当に秋１０月、朝露に羽根を濡らしたアキアカネが、旭に羽根を乾かしている光景を見ながら、このトンボ

を捕りながら田舎の道を学校へ急いだものでした。昔は、日本全てがビオトープでした。色々な生物と共に、主

食の米を作りながら田圃を、溜池を、給排水路を、土手を、その水源である里山を、生活材の供給の場として守

り付き合ってきたものです。 

農耕民族として、過去３０００年～６０００年培なわれ、築きあげられてきた自然との付き合いが、敗戦と同

時にアメリカ農法が導入され、食糧不足を補うため、質より量の確保のために、薬漬け農法で一変したこと、私

自身、身をもって体験し、自然を変えてきたものの一人です。 

１９５５年頃迄の山の管理の基本は、「機を育てて、切ること」（選伐、間伐、皆伐し、林間をつくること）と、

「天然造林＝自然播種」でした。伐った木の利用と活用、これがいろいろな里山文化を生みました。 

皆伐を行った場合、その群落樹林には必ず種木（１等素性の良い木、素直な木、１番高い木）を風の方向等を

配慮し、数本残した物です。この木から種が落ち、生育に適した法面に発芽し、下刈りすることにより樹林は再

生され、地域循環されてきたものです。これらの種木にオオダカ等が営巣したものです。皆伐しても、昔はちゃ

んと残すものは残したのです。これが共生の基本なのです。 

子どもの頃、父親から山持ちは「孫の正月・・・」と言い聞かされてきました。山の管理は、５年や１０年の

単位ではありません。最低でも１００年～２００年の管理になるのです。自分で収穫することは望めません。こ

の考えが、この理念が日本の国土を守ってきたのです。「愛国心」と言われる時代になりましたが、愛国心の礎

はこの辺から自然に生まれてくるものと思います。 

「孫の正月」この理念が国づくり、愛国心となり、世界平和へとつながって行くものと信じております。日本

古来からの自然との付き合い方、共生の仕方、利用と活用「孫の正月の精神」ほか海上の森から、国内へ、世界

へ、発信して行きたいものです。 

今は成果主義の時代です。このようなナガーイことを言っても失笑されるだけでしょうが、先人はこのことを

信じて世代交代したのです。我々は先人より引き継いだのです。われわれは何を次の世代へ引き継ぐのでしょう

か。われわれにこの責務があるのではないでしょうか？ 

溜池水もれも、３０年～５０年に一度の「ハガネ入れ」を行い水量を確保すると同時に、その水源となる背景

の山の整備を毎年行ってきたものです。この溜池年に１度の点検のため水抜き（桶を抜く）魚捕りも、子どもの

頃の楽しい思い出であり、とったエビ・モロコ・雑魚・鮒・鯉・ウナギ等の加工の仕方、魚を焼くあの香ばしさ

と甘く香ばしく煮た味、今ではほとんど接することはありません。懐かしい父母が思い出され、古からの食文化

の再現も伝承もすすめたいものです。 

先ずは溜池の「ハガネ入れ」から始めることにより、これらの作業に使った古からの道具、用具づくりから粘

土探し、土の選び方、配合の仕方、施工の方法、作業唄等も再現出来、伝承されることになり、新しい文化が、

技術が、海上の森に生まれることでしょう。是非皆様の御協力により進めて行きたいものです。 

 
平成１８年１２月２４日 クリスマスのヨル 復活を願って記す。 

春日井・市民耕作学習会 寺岡 靖介 

・・・伝えようー古よりの技術を、・・・引き継ごうーより良き環境を 

                      

シンポジゥムに参加された会員の寺岡さんから事務局にお手紙が届きましたのでご紹介します。 

―８－ 

会員の広場 



記念式典 参加者募集受付中！ 
◎５月１３日（日）１０：００～ 

［瀬戸市文化センター］ 
 （同時申込）早朝探鳥会、自然観察会 

   《式典当日に海上の森などで開催》 
 

※お申し込みは３月１５日までにどうぞ 
 （左記ＨＰからもお申込いただけます） 

 
 

 

2006.12.16  第 28 回運営会議 

       県自然環境課から、屋戸湿地の現地調査を行った結果、木道設置を湿地保全に適しているグレーティン

グ設置に変更したいとの説明があり了承した。 

      あいち海上の森センターから、19 年度事業の海上の森ツアー、里山ものづくり、水田・畑地・休耕田

管理の移行とうの概要について説明が行われた。 

       12月 23日の「海上の森シンポジウム」の役割分担について最終打合せした。  

      イノシシ防御対策ワイヤーメッシュ柵の設置日程を 12月 24日に決めた。 

2007.1.21 第 29 回運営会議 

自然環境保全活動モデル事業報告書を 1月 19 日に提出したとの報告があった。 

イノシシ防御対策ワイヤーメッシュ柵設置の予算と今後の設置日程について協議した。詳細について

は第 3回イノシシ対策会議で検討を行うこととした。  

自然環境課から、自然環境保全地域のシデコブシの被圧調査について協力依頼があり、調査協力の推

薦者を決定した。 

自然環境調査グループから、「平成 18 年度海上の森生物調査報告書」の紹介あり、調査対象木が今年

伐採され調査に支障を来たしていると苦情が出た。 

オブザーバー参加した会員から、現在実施されている「森の工作」について要望が出され、19 年度グ

ループ新設について検討することとした。 

2007.2.12 第 30 回運営会議（臨時会議） 

会報について協議し、発行日を 3 月、6 月、9 月、12 月の毎月 1 日とし年 4 回の発行と、編集委員 4

名を決定した。 

平成 19年度新役員の選出について協議した。 

19 年度は「ため池勉強会」の新設について協議した。海上の森の全体像の検討を行うべきだとの意見

も出た。 

会員によるグループ登録の仕方について見直しを行なうこととした。  

        会員・一般への情報提供方法として、海上の森入り口駐車場、里山サテライト、海上の森センターへの

情報板の設置について検討した。 

      あいち海上の森センターから、県による体験学習事業、協働事業の拡大、海上の森の会活動への提案に

ついて説明が行われた。 (似 内)  

 

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。 

第 28 回～第 30 回運営会議の報告 

第６１回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」  ＬＯＶＥ ＢＩＲＤ フェスティバル 
平成１９年５月１２日（土）・１３日（日） １０：００～１６：００ 

 
会場／パルティせと  会場／あいち海上の森センター  

 
・鉄崎幹人（地元アウトドア派タレント）のトーク＆ライブ 
・ワークショップ（野鳥のペーパークラフトなど） 
・自然保護活動紹介（海上の森の会、日本野鳥の会など） 
・トークイベント（野鳥観察入門など） 
・モリゾー・キッコロと記念撮影  など 

・巣箱コンクール作品展示 
・巣箱工作教室（１２日（土）のみ開催） 
・愛鳥週間ポスター応募作品展示 

問合せ ＴＥＬ ０５２－９５４－６２２７ 
全国野鳥保護のつどい愛知県実行委員会 
事務局（県環境部自然環境課内） 
 

参加無料 ※どなたでもご入場いただけます 

ｈｔｔｐ：//www.pref.aichi.jp/kankyo/shizen/tudoi/ 

―９－ 



  

事務局からのお願いとお知らせ 

会員の皆様には平成 18年度会費を納入していただき有難うございました。2月 20日現在で個人会員 213名、賛助団体会員 1社から合

計 272,200 円を納入していただきました。19 年度の会費（1 口 1,000 円、1 口以上）もよろしくお願いいたします。納入方法は 18 年

度と同様で総会当日会場でも申し受けいたします。郵便振替で納入される方は郵送する会報に振込票を同封いたします。但し、会報

が郵送されない方々には後日振込票を郵送いたします。                           事務局 藤野 

                    

―編集後記― 
地球温暖化の傾向が身をもって感じられる今年の冬です。海上

の森も随所に一足早い春の兆しを見ることが出来ますが、そう

喜んでばかりもおられません。里山に暮らす人々が行っていた

「持続可能な開発」をいま一度見つめ直すことで循環型社会の

ヒントを得ていきたいものです。今回の森だよりでは会員の寺

岡さんからそのヒントいっぱいの投書を掲載しましたが、これ

からも皆さんの声を反映していきたいと考えています。是非皆

さんのご意見ご要望を事務局にお寄せ下さい。 
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 

―１０－ 

海上の森の会ホームページ更新中 

ホームページは→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） 

３月 

【生活史調査グループ；例会】日時：１１日（日）午後１時より、場所：里山サテライト、話題：本年度のまと

めと来年度の計画、担当：伊藤良吉（Tel.0561-84-7044） 

【交流のつどい；海上の森の会定期総会】日時：２１日（水・春分の日）午前 10時より、場所：瀬戸蔵４階多目

的ホール（瀬戸市蔵所町 1-1）、対象者＝会員、担当：藤野昌之（Tel.0561-83-5734） 

４月 

【交流のつどい；雛節供とオコシモン作り】日時：１日（日）午前 9 時より、場所：里山サテライト、話題：雛

節供行事の再現（弁当持参、食材費 300 円）、対象者：家族向け、一般向け、担当：出口なほ子（Tel.0561-83-3470）・

三輪邦夫（Tel.0561-84-3686） 

【環境保全グループ】日時：２２日（日）午前 9時半海上の森入り口駐車場集合 

【自然環境調査グループ】日時：２９日（日）9 時 30 分受付開始 ②集合場所：海上の森入口駐車場新緑の海上

の森を歩きながら、クイズ形式により木々の様子を観察するイベント「海上の森の春を訪ね、木々の名前を知ろ

う」（第 2回）を下記により開催します。 参加方法：当日受付 昼食、飲料水、筆記用具をご持参下さい 

会員みなさまのご参加をお待ちします。 

５月 

【交流のつどい；多度神社祭礼幟立てと端午の節供菓子作り】日時：５日（土、こどもの日）午前 9 時より、場

所：里山サテライト・多度神社、話題：海上の氏神多度神社幟立ての手伝い、節供菓子の柏餅・オカズ作り、祭

礼参列と直会への参加、対象者：家族向け・一般向け、担当：出口なほ子（Tel.0561-83-3470）・三輪邦夫

（Tel.0561-84-3686） 

４・５月 

【生活史調査グループ；例会】未定（総会のおりにご案内します） 

９月 

【自然環境調査グループ】日時：１５日（土）に「秋の草花の観察イベント」を開催します。（詳細は後日）   

当面の行事予定 

間伐材パルプ １０％、古紙パルプ ９０％ 

mailto:kaisho_satoyama@yahoo.co.jp

