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3 月 21 日に瀬戸市瀬戸蔵で、第 3回定期総会が 56名の会員が出席して行なわれた。 

まず、木村会長が挨拶。「海上の森の会は設立後 3 年を迎えますが、県民活動としてきちんとやれているか

見直す時期でもあります。皆さんが活動されている夫々の分野では少しずつ成果が上がってきています。19

年度もイノシシ被害対策、自然環境保全、里づくり、会員の交流等の問題が多々ありますが、皆さんと一緒に

ひとつずつ取り組んで行きたいと思います。」 

来賓挨拶はあいち海上の森名誉センター長のマリ・クリスティーヌさんにお願いした。「海上の森に来ると

故郷に帰ったような気がします。一つの活動を続けることは大変で中々やれません。海上の森に来ると勇気を

貰います。参加する人たちの気持ちが一つになり一体になることによって、コミュニティーの形態が変わって

きます。地元で元々暮らしていた人達の助けを借りて、一体となって活動することが大切なことです。」 

定期総会の議案審議では、1 号議案 18 年度活動報告、18 年度決算報告並びに監査報告、2 号議案 19 年度活

動計画、19 年度予算案について夫々報告と提案が行なわれ承認された。3 号議案 19 年度役員選出については

事務局から役員案が提出され、会長木村光伸、副会長馬宮孝好、同鈴木五男、会計藤野昌之、幹事伊藤良吉、

鈴木俊憲、曽我部行子、出口なほ子、福田澄夫、冬木裕、三輪邦夫、山田耕二（以上留任）、柴田鐘三、早川

義敬、平野幸治、山川一年、山本征弘（以上新任）、監事似内信彦、山田治義（以上留任）の各氏が選出され

た。 

総会終了後、意見交換会が行なわれた。会員から「海上の森センターが行なう指導員養成講座などの行事に

参加する人達が、海上の森に何を返して呉れるのか疑問に感じる。海上の森を如何したいのかということが見

えない。人を育てて行くことが大切ではないのか。」、「炭焼きが海上の森センターの事業に無いので一考して

欲しい。」などの発言があった。                         （似内） 

 

海上の森の会第 3 回定期総会が開催されました 

第３回定期総会報告 P1 

海上の森保全活用計画   P2 

海上の森未来予想図 P3 

海上いま、むかし P4 

会員の目（海上とトンボ） P5 

ギャーロメ通信 P6,7 

会・グループ報告 P8~11 

６月～８月の行事予定 P12 

山山がが呼呼ぶぶ、、森森がが呼呼ぶぶ、、虫虫がが呼呼ぶぶ、、そそししてて人人がが呼呼ぶぶ、、  

「「そそううだだ、、里里山山へへ行行ここうう！！！！」」  



  

海上の森保全活用計画について  あいち海上の森センター  

 

 

あいち海上の森条例に基づき、平成１９年３月に「海上の森保全活用計画」を策定しました。 

これは、概ね平成２７年度（２０１５年度）を目標とした海上の森の保全と活用の基本的な取組をま 

とめた計画です。そのあらましは、次のとおりです。 

■保全と活用のための取組に対する基本的事項 

１ 愛知万博記念の森としての保全 

○愛知万博の理念と成果を未来に継承、発展させる。 

○海上の森を将来にわたって保全し、県内の身近な自然環境を保全する取組を促進する。 

○人と自然が共生する社会の実現につなげる。 

２ 森林や里山の学習と交流の拠点づくり 

○森林や里山での体験による学習と交流を進める。 

○実践活動や人づくりから、人と自然の豊かな関係づくりを目指す。 

○ネットワークづくりや先駆的なモデルとして取組を情報発信する。 

■取組の内容 

自然環境の保全   

希少動植物及びその生息環境等の継続的な調査と的確な対応と対策 

◇森林の整備 

若齢林を中心とした人工林の間伐推進と‘百年の森’づくり、広葉樹林の適正な保全と管理 

◇農地の整備 

体験学習の場としての活用と里山環境としての保全・維持管理 

◇体験学習の実施 

幅広い角度から体験を通した学習事業の実施 

◇人材育成 

持続可能な社会づくりのため、国内外の指導者を育成する「あいち海上の森大学」の開校 

身近な自然について自ら考え行動する人を講座やフォーラムの開催等により養成 

◇普及・情報発信 

森林整備や里山再生の実行モデルを検証し、ネットワークやシンポジウムなどにより発信 

関連施設や活動団体とのネットワークづくり 

◇施設の整備と運営 

  適正な維持管理と協働による運営 

■ 協働・連携の推進 

海上の森の会を始め多様な主体との協働連携を推進する。 

■計画の進行管理 

実行計画により計画的に実施する。 

運営協議会等の意見を聞き、進行管理し、取組状況を公表する。 

 

 

よろしく 
お願い 
します。 

◆保全活用計画の実行にあたってのお願い・・・ 
∇この計画は、これからの方針や枠組みを示したものであり、個々の具体的な実行内容や実施方法について

は、毎年度の事業計画などで検討・検証を加えつつ実行を図っていきます。このため、実行にあたっては多
くの人からの意見や提案もいただき、さらに協働・連携を基軸として推進していきたいと考えています。 

∇今後とも、海上の森の保全と活用の取組に様々な形での参画をお願いします。 
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     こうなりました海上の森   2017 年の保全活用報告 

 
 2007 年当時からは隔世の感。海上の森の会発足当時のメンバーもすでに代替わりしましたが、

生き生きした里山の風景と開かれた環境保全の仕組みが協力者を誘い続けています。 
■里では 

万博で用地買収される以前の田んぼの風景がみられます。休耕田はほとんどなく、あったとして

も冬水田んぼで水が張られます。このような水の豊富さもため池が復活したからですが、市民がグ

ループで責任を持って田んぼを維持するため、地元の人を先生にした「田んぼの学校」が今なお開

かれています。また、新たに不耕起栽培にもチャレンジし、無農薬でつくられた米は「海上米」と

してオーナー制で買い取られています。おいしくて毎年購入希望が殺到するそうです。虫にやさし

く、人においしさを恵むこの 10 年の象徴的な出来事です。 
ため池の周囲の森林・竹林も整備されました。里の周囲の森林は広葉樹ばかり。竹林は傘をさし

て歩けるくらいに見通しがききます。春には、竹の子を採って竹の子祭りが開かれます。アカガエ

ルやシュレーゲルアオガエルも元気に過ごしていることが毎年の調査で報告されています。田植え

時期には、カエルと子どもたちの声がこだまします。 
イノシシよけの柵は、竹で毎年作られるようになりました。まるで京都の寺を思わせる竹垣が風

情を添えます。参加する市民がいかに多いかを物語るものです。 
 
■里山ガーデニングショップ開店 

市民が切り出した木材や竹などを扱う店が駐車場の南にオープンし、日本で始めての現場と直結

した里山保全のモデルショップとして大評判です。商品見本として庭や自宅で使えるように展示も

されています。ガーデニングショップの庭先では、海上の森で焙煎された豆を使ったオープンカフ

ェが開かれています。 
 
■あいち海上の森センター 

 この度、センター長が公募採用されました。選定には委員に応募した利用者・専門家・行政の 3
者で構成されたオープンな会議体が当ります。この会議体では、海上の森の全体を把握する任に当

るため、実際に歩きながら開催されるのが特徴です。このムーブミーティングの終わりはオープン

カフェです。センター職員も県庁から公募された画期的な人事は、他県からも注目の的です。 
海上の森での調査報告書は、市民が主導で専門家のアドバイスを受け、毎年ムーアカデミーの集

いで報告されます。この会議の報告を読めば海上の森全体が見えます。 
センターでは夜泊まることもでき、飛び回るムササビの観察もできるよう

になりました。 
 会議が夜を徹して開催されるときは、里の「かたりべの家」が使われま

す。囲炉裏が新たに作られ、夜も人数制限があるものの泊まれるようにな

ったからです。里に明かりが灯るのはとてもいいものです。 
 

（曽我部行子） 

 

 

つづく！ 

市民語で想い描くとこうなる『海上の森未来予想図』 
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① 海上とやきもの   

窯（かま）を築いて硬質陶器を焼成する技術は、

５世紀の初め頃、朝鮮半島から伝わってきました。

それまでは縄文土器や弥生土器のような、野焼き

をして器を作っていました。まもなく、猿投山西

南麓一帯に日本古代最大の猿投窯（さなげよう）

が成立しました。この辺りの丘陵地には豊かな陶

土（粘土）と燃料（薪）が存在したからです。 

 猿投窯の北端に広久手古窯址群があります。瀬

戸市広久手町や海上町に分布する30基以上の窯跡

です。愛知万博の新駅予定地で３基の古窯跡の緊

急発掘調査がおこなわれ、広久手第 30 号窯は瀬戸

地方で最初のもの（10 世紀後半代）であることが

確認されました。この貴重な窯跡は「あいち海上

の森センター」の一角に保存展示されています。 

 海上には四ッ沢や物見山を通る森の散策コース

があります。その途中にはいくつもの古窯跡があ

ります。広久手Ｃ窯やＦ窯では平安時代の瓷器（し

き）とよばれる宮廷貴族が使用した大小の碗や皿

類が焼かれました。Ｆ窯からは縄手付長頸瓶（重

要有形民俗文化財）も出土しています。百代寺古

窯からは「百代寺」とへら書きされた碗も出土し

ています。広久手Ｄ窯やＥ窯は鎌倉時代の古瀬戸

（こせと）の窯です。周辺には無釉の碗・小皿・

コネ鉢を焼いた山茶碗窯も多数あります。この頃

には、貴族に代わって台頭した名主層や寺院の需

要に応えた什器（じゅうき）や仏器を盛んに焼成

しました。 

 中世の窯は丘陵をくりぬいた窖窯（あながま）

でした。傍の小屋でロクロを回し、燃料の松や雑

木を採取して焼成の準備をしました。せいぜい年

間１回くらいの窯焚きだったことでしょう。十数

年も窯を使用すると周りの燃料がなくなりますか

ら、新しい場所に移動してまた窯炉を築きます。

海上周辺に拡がる数十基の古窯址は燃料を求めて

移動した中世工人の生産遺跡であり、森と関わっ

た生活址でもあります。 

 江戸時代に入って、条件の良い瀬戸や赤津の町

場に丸窯（まるがま）や本業窯（ほんぎょうがま）

などの登り窯が築窯されるようになると、海上は

燃料の供給基地にな

ってゆきます。 

愛知万博前、海上の

里で大津範生さんが

「ものみ窯」を築き、

陶芸活動をおこなっ

ていました。いつの日

か、もう一度ここから

窯の煙りが立ち上る

ことがあるといいで

すね。 

                         

（山川 一年） 

海上 いま、むかし 過去と現在を自由に往来しながら海上に親しんでもらうコーナーです。

初回は「遺物・遺跡」「時代」を選んで山川さんにお願いしました。 

 （図） 中世の窖窯 
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海上の森とトンボ 
今から十数年前、縁有って「ものみ山自然観察会」

に参加した時、今では極めて少なくなったムカシヤン

マが何度も飛んで来て、しかも人の帽子にまで止るの

を見て驚くと同時にトンボ捕りをして遊んだ子供の頃

を思い出し海上の森に親しみを感じました。 
この出来事以来、以前から好きだった野鳥に加え植

物などに巾を広げ海上の森に足繁く通うようになりま

した。 
最近発行された「海上の森の自然史」に拠ると６９

種のトンボが確認されています。その中から印象に残

る代表的なものを数種紹介します。 
３月上旬ごろより三角点付近の日当たりの良い場所

でホソミオツネントンボが見られます。厳しい冬を成

虫越冬し、やっと訪れた春の陽を体いっぱい浴び体の

色も一段と鮮やかになっています。４月上旬にはシオ

ヤトンボの羽化が始ります。普通のトンボでは一番早

い。オグマサナエもこの頃出現し、サナエトンボの季

節が始まります。４月中旬になるとメタリック色に輝

くニシカワトンボが若葉の上に止っているのを見かけ

るようになります。幼虫のヤゴが清流に棲むこのトン

ボが生息するのは自然が残っている証拠です。５月上

旬には翅に黒い模様が４個ある珍しいヨツボシトンボ

が篠田池などに現れます。５月下旬には日本一小さい

ハッチョウトンボが屋戸湿地等に姿を現します。始め

てみた人は間違いなくその小ささに驚きます。６月頃

よりトンボの種類は益々増えてきますがその中で一番

の変わりものはチョウトンボで、黒い翅でチョウのよ

うにひらひらと飛びます。最近激減していますが海上

の森ではあちこちの池で見られます。 

夏はヤンマの季節です。田んぼではギンヤンマが旋

回し、山道ではオニヤンマのパトロールに出会います。

運が良ければ湿地の周りの木にサラサヤンマが羽休み

をしている姿が見られます。そのころ池の周りの藪で

はマユタテアカネやコノシメトンボなどの赤トンボ類

が出始めますがまだ体は黄色く赤トンボとは思えませ

ん。赤池や大正池ではキイトトンボ、モノサシトンボ

などの細くて小さいイトトンボ類が可愛い姿で飛び回

っています。そろそろ秋風が吹き始める頃ウスバキト

ンボの大群が田んぼの上を旋回しています、このトン

ボは南から北へ移動します。秋になると田んぼではア

キアカネなどの赤トンボ類が数を増し１１月下旬まで

見られます。 
トンボは食物連鎖の上位にあり自然が壊れると直ぐ

数が減って来ます、何時までもトンボが飛び回る海上

の森であって欲しいと思い、微力ながら役に立てれば

と思っています。 
（山本征弘） 

 

 

ムカシヤンマ：ムカシヤンマ科。 

ムカシヤンマ科は原始的なグループでムカシヤンマは日本に

しかいません。水に卵を産まず、苔や泥の中に産みます。成虫

になるのに３，４年かかります。 

海上の森では５、６月に多く出現し動きは鈍い。５，６年前よ

り数が少なくなっているのが心配です。 

チョウトンボ：トンボ科 

真夏に屋戸湿地の池などに出現します。翅も体も黒くチョウ

チョウのようにひらひら飛び回ります。最近数が減っていま

すが海上の森ではまだまだ健在です。 

会員の目 海上の森への思いを多様な価値観から会員の方に投稿してもらいます。 

今回は山本征弘さんに海上の森との関わり合いをご自身の目線で書いて頂きました。 
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第 3回総会は 21 日（祝日）に「瀬戸蔵」で行なわれました。総会

は会員にとりましては 大の交流の場ともなるものです。次回総会

は会員相互交流の場となるような企画を練りたいと考えております。 

４月には「学びと交流のつどい」として、1日に「雛節供とオコシ

モン作り」を行いました。オコシモン作り、雛飾り、ガンドウチ（見

に来た子どもに菓子を配る行事）などの雛節供行事を再現し、あわ

せて餅搗きも行いました。 後に地権者の一人鈴木保親さんに子供

のころの海上の雛節供の思い出を語ってもらいました。 

５月には「交流のつどい」として、5日に「多度神社祭礼幟立

てと五月節供の菓子作り」がありました。この日は海上地区の

氏神である多度神社の例大祭があります。外に出ている氏子の

方々が集い、会としては祭礼の幟立てと氏神に奉納する神饌作

りをお手伝いさせていただきました。里山サテライトではショ

ウブとヨモギを束ねて屋根に放り投げる「フキゴモリ（葺き籠

もり）」（本来は前日の４日）の行事を参加されたお子さんにや

ってもらいました。神事の後、神饌などのお供えを下げて、直

会（なおらい）がありました。海上の語りべたちに直接お会いし親しく話し合いのできる大変貴重なひとと

きでした。         （伊藤） 

 
 
平成 18 年度後半はイノシシ対策に追われ、グループ活動が思うように進みませんでしたので、３月 11 日

には里山サテライトで年度 後の例会を持ち、平成 19 年度の計画と体制についての検討を行いました。山

川一年さんにサブリーダーになっていただき、民具資料の実測・整理と生活史資料の調査収集を積極的に進

めることが確認されました。 
 ４月 1 日、5 月 5 日には会主催の「交流のつどい」の行事をサポートしました。 
 5 月 27 日（日）には民家保全グループが鈴木保親家旧宅の補修のための後片付けを行ったので、本グルー

プもサポートしました。        （伊藤） 
 
 
３月 11 日に里山サテライトで平成 19 年度の計画と体制についての検討を行いました。柴田鐘三さんと出

口なほ子さんにサブリーダーになっていただき、民家の保全と管理を柴田さんが受け持ち、海上の年中行事

の再現と行事食作りを出口さんが受け持つことになりました。この体制で新年度からは古民家の修復作業に

着手し、年中行事再現をより充実させるつもりです。 
 ４月 1 日、5 月 5 日には会主催の「交流のつどい」の行事をサポートしました。 

5 月 27 日（日）には鈴木保親家旧宅の補修のための後片付けを行いました。  （伊藤） 
 
 
いよいよ活動開始します。詳しくは「ギャーロメ通信」のページで。   （早川） 

会・グループ報告 

 

 

学びと交流のつどい 

「はやくたべたいなぁ…」 

生活史調査グループ 

民家保全グループ 

野あそびグループ 
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 毎週木曜日の生物調査継続中。メンバーはわきあいあいで冗談を言

いながら学び合っている。是非、気楽に参加してほしい。 
4 月 29 日(日)に第 2 回「春の海上の森を訪ね、木々の名前を知ろ

う！」開催。花が咲いている 15 種類の樹木の名前当てイベントに、

一般参加者 11 名と会員スタッフ 7 名が参加。当日は五月晴れのゴー

ルデンウイークの初日で大勢の人が訪れており、満開のマルバアオダ

モやコバノガマズミ等の樹木の説明を熱心に聞き入る参加者以外の

人達がいた。里山サテライトで、山本征弘さんがプロジェクターを使い、参加者全員に配布した資料「海上

の森：春の木の花」20 種類の写真について解説した。昨年行なった第 1 回のイベントは生憎の小雨で樹木の

観察も駆け足だったが、今年は晴天に恵まれゆっくり観察できた。グループのメンバーが 50 種類の樹木に

掛けた名札は、木の名前が判りやすいと参加者や一般の人に大変好評だった。 
このイベントの結果を踏まえ、名前を書くと言う形式ではないもっと気楽に楽しみながら自然観察を身に

つける方法が必要という話になった。夏の草花をテーマに 8 月 26 日、駐車場 9 時 30 分集合で開催する。 
県の自然環境課が実施するシデコブシの被圧調査に参加協力していくことになり、専門家が調査する区域

を環境課・専門家とともに確認した。今後は、市民と専門家、行政が協働してモニタリング調査ができる方

向に発展してくことを望んでいる。あいち海上の森センターには、未だにこういう仕組みをつくろうという

試みがなく残念である。 
グループでは、調査ルートに沿ってセンターが管理する目的を把握できず困惑する場面が度々起こってい

る。そのズレを修正していく一番の方法は、共に歩くことでしかないだろう。歩きながら話す「動く会議」

を行い、森の実態に対する認識を共有したいものである。    （曽我部） 
 
 
 去年と同様に、かたりべの家（海上の里サテライト）を拠点に訪問者の案内、問い合わせに対応していく。

里山の自然が守られ、環境モデル地区を目指し巡視活動を行うものである。 
案内巡視は森の会の会員相互により日常的に行うが、毎月 2 回第 2、第 4 日曜日は重点日として 10 時に

かたりべの家に集合し、15 時までの間に周辺及び全域の幹線道路を案内巡視の腕章をして見回ることとする。 
今後、この活動に協力してくださる方は、森の会まで連絡ください。  （鈴木 五男） 

 
 
４月２２日(日)に環境保全活動を行いました。雨模様の中、会員

１６名、非会員（県職員含む）４名、合計２０名参加しました。午

前は海上川沿

いのごみを拾

い、可燃ゴミ

約２０袋、不

燃ごみ約１０袋、タイヤなど粗大ゴミ、軽トラッ１杯

分集まりました。いつもながら 4 月はごみが多いので

す。午後は海上の里奥で竹間伐を行いました。猪が取

り残した筍が少しあり、参加者が喜びました。 
次回は 9 月下旬―10 月上旬に環境保全活動を行う

予定。      (馬宮) 

自然環境調査グループ 

案内巡視グループ 

環境保全グループ 
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５月 

６月 

６月 

７月 

７月 

８月 

９月 

10 月 

11 月 

11 月 

26 日(土) 

２日(土) 

16 日(土) 

７日(土) 

28 日(土) 

25 日(土) 

22 日(土) 

13 日(土) 

３日(土) 

17 日(土) 

説明会 

田植え、サツマイモ植え付け 

里芋植え付け、水田の草取り 

野菜の種まき、田畑の草取り 

ソバの種まき、田畑の草取り 

野菜の収穫、田畑の草取り 

サツマイモ・野菜収穫、田畑の草取り 

稲刈り、ハザ掛け、ソバの収穫 

里芋収穫、ソバの脱穀、意見交換会 

収穫感謝祭 

   時間はすべて AM 9：30 ～ PM 2:30 です。 

 

19 年度 愛知県から里の耕作と管理を受託しました。  

「里の教室」はあいち海上の森センターが募集した小学 4年生以上の親子約 50 名が全 10回の農業体験を

行う学習プログラムです。海上の森の会では海上の里の水田耕作地（1,000 ㎡）・畑作地（2,290㎡）・休耕地

（2,910 ㎡）の管理等の業務を受託し、この「里の教室」参加者をサポートすることになりました。契約期

間は平成１９年４月２０日から平成１９年１２月２８日ま

でとなっています。 

今年の「里の教室」は里づくりグループが運営します。 

耕作の現状と問題点 

現在は地元山口に住んでいる数人の耕作者だけが海上に

通っております。もちろん地元の協力者や「森の会」の何人

かが協力していますが、個人で所有している土地の分を含め

大部分の作業は耕作者とその家族が担っています。 

生業としての農業ではなく、かつての里山の景観を再現し、後世に引き継ぐために汗を流しておりますが

ここにも高齢化の波が押し寄せており、里山を維持することが年々困難になっています。 

しかも昨年からイノシシの被害が広がっており「里の教室」で栽培したさつまいも畑が全滅し、タケノコ

も被害を受けています。これに対しては金物のメッシュ柵を新たに設けていますが里の全域をカバーするに

はまだまだの状態です。 

今後の対策 

里で働く人数が足りません。都合のつく時間だけでも協働して下さる方を募集しています。「里づくりグル

ープ」への登録をお願いします。 

将来はため池を復元し休耕地を田んぼに再生させたいものです。 

日程   

里作りグループでは参加者をサポート

してくださる方を大募集しております。 

左記の日程になっていますが、夏場の草

取りの回数が不足しておりこれ以外にも

平日の作業も計画しています。実施日は直

前の設定となりますが、あいち海上の森セ

ンターにお問い合わせいただき一部の時

間だけでもご参加ください。 

一方、「里の教室」の昼食に里でとれた

野菜を使った料理、野あそびグループ支援

によるこども達の森の工作、しいたけ栽培

等楽しい企画も検討中です。 

たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。        （鈴木 俊憲） 

 

 

秋から活動開始します。道具の手入れをしてお待ちください。   （福田） 

 

里づくりグループ 

森づくりグループ 
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「海上の森ツアー」はあいち海上の森センターが募集する、海上の森の自然や歴史を知る体験プログラム

です。海上の森の会ではこのツアーの案内人業務を受託し、ツアーグループメンバーで参加者を引率します。 

日程   

各回 50 名をグループ分けし、各グループを 2～3名で引率・サポ

ートしますが、まだまだ人材不足です。 

都合のつく日がありましたら是非ご協力ください。 

※ 一般参加希望は海上の森センターまでお問合せください。 

     （山田 耕二） 

 
 
 ホームページ更新しました。ご覧ください。     （冬木） 
 
 

 
 
 
 

平成１９年度会費を５月５日現在、１５２名の方々から合計１８４，５００円を納入していただいております。
有難うございます。 

会費納入者は今年度内のボランティア保険に加入しております。行事で万一事故のあった時には事務局に申し
出て下さい。 

未納の方は裏表紙の口座番号を確認の上、会費のお振込みをお願します。 
 
１９年度のプログラムスタッフ登録について 
未提出の方は登録シートを FAX か郵便で事務局まで送付下さい。           （事務局 藤野） 

第 31 回運営会議  2007．2.25  
 ２／２５（日）に実施したイノシシ防御柵の設置について報告が行なわれ、今後の対策について協議した。 
 県環境部自然環境課が２／２２（木）に実施した「自然環境保全地域のシデコブシ被圧調査」について報告

が行なわれた。 
 18 年度事業報告、18 年度決算報告、19 年度事業計画（案）並びに 19 年度予算（案）について協議した。

19 年度定期総会の役割分担について検討した。 
第 32 回運営会議  2007．3.11  

 ３／４（日）に 37 団体が参加して開催された環境関連団体交流会でネットワークづくり、連絡協議会の設

置等の協議内容について報告された。 
 19 年度幹事並びに監事選任（案）について協議した。 
 19 年度各グループの登録シートの内容について検討した。 

第 33 回運営会議  2007．4.8  
 19 年度新任幹事並びに監事の自己紹介が行なわれた。 
 イノシシ被害対策連絡会議で検討された 19 年度実施計画・予算について報告が行なわれた。 
 ため池勉強会の立ち上げについて協議した。 
 あいち海上の森センターと海上の森の会による意見交換会の開催について協議した。 
 あいち海上の森センターの展示替えについて協力要請が行なわれた。 

第 34 回運営会議  2007．5.13  
 議事録未承認のため詳細は次号にて 

海上の森の会運営会議は会員ならどなたでも傍聴できます。ご希望の方は事務局までご連絡ください 

ツアーグループ 

情報グループ 

６月 

９月 

11 月 

３月 

９日(土) 

15 日(土) 

10 日(土) 

15 日(土) 

9：30～14:30 

9：30～14:30 

9：30～14:30 

9：30～14:30 

 

事務局からのお願いとお知らせ 

第 31 回～第 33回運営会議の報告 
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２３日(土)     【学びと交流のつどい】 

「海上の地形・地質（３）東海地方の活断層と地震の話」

講師 森山昭雄氏 午前 10 時集合後海上の森入口駐車場

出発。里山サテライト周辺の地形・地質などを見学し、里

山サテライトでは東海地方の活断層である猿投―高浜活

断層、布引山地東縁断層帯東部、柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主

部のメカニズムなどについて語ってもらいます。 

弁当持参、中高生・一般向け 

 

30 日(土)「民具の実測と整理」【生活史調査グループ】 

午前 10 時より、里山サテライト。グループの本年度第 1

回例会になります。グループ登録者は是非参加ください 

 

30 日(土)「里山サテライト庭の手入れ」【民家保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ】 

午前 10時より 

 

30 日(土)「(里山の工作)技の交換会」【学びと交流の集い】 

午後 1時里山サテライト 持ち物：自分の得意な技に必要

な道具/材料、（引続きホタル観察会に合流する方は弁当） 

対象者：森の会会員（当日入会可）  

担当：早川（TEL 0561-21-9863） 

 

30 日(土)「ノコギリ体験とホタル観察」【野あそびｸﾞﾙｰﾌﾟ】 

夕方 4時里山サテライト集合 

持ち物：弁当、防寒着、長靴、（あればホタルの絵本） 

対象：家族向け 

 

30 日(土)「ヘイケボタル観察会」 【学びと交流の集い】 

出口なほ子氏 午後５時より、里山サテライトでホタルの

話を聞き、弘法堂付近で観察会をします。夕食持参でお越

し下さい。長靴もお忘れなく。家族向け・一般向け  

６月～８月の行事予定 

26 日(日)「夏の草花を訪ねて」【自然環境調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ】 

午後 9時半、海上入口駐車場受付。夏の海上の森を歩き

ながら…昼食、飲料水などをご持参下さい 

担当 山本  

 

26 日(日)「こっちの川でガサゴソ」【野あそびグループ】 

午前 10時 海上の森入口駐車場集合 

持ち物：弁当、500ml の空ペットボトル、タモ、バケツ、

着替え、濡れてもいい靴、（あれば図鑑） 

対象者：森の会会員・およびその家族向け（当日入会可） 

 
 

１５日（日）    【学びと交流のつどい】 

「海上の生物は今-平成 18 年度海上の森生物調査報告」

講師 山本征弘氏 午前 10 時より、海上の森入口駐車場

出発。梅雨時の海上の森を歩き、里山サテライトでは平成

18年に自然観察調査グループがおこなった、草木の開花、

鳥虫の動きなどの観察結果について、やさしく解説しても

らいます。弁当持参。家族向け・一般向け 

 

２２日（日）「あっちの川でガサゴソ」【野あそびグループ】 

午前 10時 愛知海上の森センター駐車場集合 

持ち物：弁当、500ml の空ペットボトル、タモ、バケツ、

着替え、濡れてもいい靴、（あれば図鑑） 

対象者：森の会会員・およびその家族向け（当日入会可）  

 

海上の森の会  会長 木村 光伸 

事務所  〒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&FAX ０５６１－２１－９２９８（留守電対応） 

e-mail kaisho_satoyama@yahoo.co.jp 
ホームページ http://kaishonomori.com/ 
 
 随時入会受付中！ 

年会費（4月～翌年 3月）１口 1,000円１口以上 
口座記号番号  ００８２０－６－１８５６２８ 
 加入者名 「海上の森の会」 

編集後記 
 前号の「森の会だより」から編集委員４名でこの

会報を作成しています。慣れないことばかり大変で

はありますが、より見やすく親しんでもらえる会報

作りを目指して頑張っています。会員の皆さんも原

稿や写真の提供をよろしく!     （早川） 

【里づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ】活動日：6/2,16、7/7,28、8/25 
【ツアーグループ】活動日：6/9      (いずれも土曜日) 

問い合わせ先一覧 
【学びと交流の集い】 

【生活史調査グループ】 

【民家保全グループ】 

伊藤 T&F 0561-84-7044 

【野あそびグループ】 早川 T&F 0561-21-9863 

【自然環境調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ】 山本 T&F 0561-54-9067- 

【ツアーグループ】 山田 T&F 0561-21-2947 

【里づくりグループ】 森ｾﾝﾀｰ 
TEL 0561-86-0606 

FAX 0561-85-1841 

 


