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創刊にあたって
編集部より
名東自然倶楽部の通信がついにスタートしました！
この通信で、幅広く活動している倶楽部の全体像を会員
の皆さんにお伝えするのと、会員以外の多くの人々に知
ってもらって、新しい仲間を増やしていきたいと思いま
す。しばらくは試行錯誤ですが徐々に良い通信にしてい
きます。皆さんのご意見ご協力をお願いします。
事務局より（巾）
かねてより念願の通信が編集部の協力で発行の運びと
なりました。通信は倶楽部の情報発信の場として重要な
ものです。定例会、行事等に参加できなかった会員の方
ともこの通信でコミュニケーションを図って、同じ気持
ちを共有していきたいと思います。
私たちが活動している、猪高・牧野ヶ池・明徳の 3 緑
地はそれぞれに特徴があり、これ以上失ってはならない
貴重な自然が残されています。倶楽部憲章にあるように、
それらを子孫に引き継いでいかねばなりません。
今後、各グループの活動がますます活発になり、新た
なグループ活動もでてくると思いますが、すべてのグル
ープが倶楽部憲章にそって活動できるよう事務局も支援
していきます。行き届かないところもあるかと思います
が、今後とも皆さんのバックアアップをお願いします。
名東土木事務所より（祖父江崇 所長）
このたび皆様の活動の一環として、猪高緑地に関する
愛護会通信が創刊されることに対し、心からお喜び申し
上げます。
日頃は、本市の公園緑地の各種施策にご理解・ご協力
を賜り、まことにありがとうございます。
猪高緑地は市内に残された貴重な緑です。市民の方々
を良きパートナーとして、貴重な緑を守り育て、誰にも
親しまれる緑地にしていきたいと考えております。
これまでの竹伐採や稲作を始めとする皆さんの里山保
全に対する貢献に対し、心から感謝申し上げますととも
に、今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。
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活動報告と予定
名東自然倶楽部 全体活動
問合せ連絡先：巾

賢治

電話 052-702-9511

今年も名東区民祭りに参加します
11 月３日(祝)
集合：名東スポーツセンター及びすり鉢池北側の東屋
自然観察会 午前の部 10：00～12：00
午後の部 13：00～15：00
（各回先着５０名まで、保険代 100 円要）
当日は区民祭りに来た人々と自然観察会を行い、
棚田で案山子(かかし)コンテストも合わせて行います。
か か し

いだかの森

案山子コンテスト

今年の春から、猪高緑地の井堀谷戸に棚田が
復元されて、昔ながらの田んぼのある自然が戻
ってきました。皆さん、自慢の案山子を作って
応募してください。
★名東区内にお住まい又は勤務の方を含むグル
ープ(家族)単位でご応募ください。
★応募後 10 月 20 日までに制作、棚田に設置し
てください。
★11 月 3 日の名東区民祭りで参加者の投票で審
査し、各賞を決めます。
★申し込み・問い合わせ
090-1279-5292 堀田
エントリー№１
めいとう米太郎

めいとう環境展に参加しました。
さる 8 月 8 日(水)に名東区役所で開催された環境展
に名東自然倶楽部も「まちのみどり」のコーナーで参
加しました。街路樹や昆虫など区内の生きもの達をネ
イチャーゲームなどで紹介しました。

名東自然倶楽部

憲章

われわれは豊かな自然を後世に残すため
先人より受け継がれてきた
文化・農体験を大切にします。
自然との触れ合い、全ての生き物たちと
共にあることを大切にします。
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つづき
調査グループ

名東自然倶楽部 定例連絡会
９月 16 日(日) 10：00～12：00
名東生涯学習センター 会議室
※10 月以降は、毎月 第 3 土曜 10：00～

自然観察グループ
猪高緑地

自然観察会

問合せ連絡先：堀田

守

電話 090-1279-5292

(報告)8 月 12 日に自然観察会を開催しました。
【予定】
９月 15 日(土)
10 月 13 日(土)
午前 9：30
名東生涯学習
センター前集合
参加費
100 円(保険代含む)
※小雨決行

牧野ヶ池緑地 自然観察会
問合せ連絡先：巾

賢治

電話 052-702-9511

【予定】毎月第 4 土曜日(9 月はお休み)
9：30～ （集合場所は未定）

問合せ連絡先：岩元

一男

電話 052-702-4421

ため池の自然シンポジウムが開催されます
9 月 15 日(土) 午後 1：30～17：00
場所：名古屋国際会議場 232・233 会議室
豊かな自然を育んできた「ため池」は稲作の変化や
宅地化などで少なくなっている。これからのため池の
役割や保全について水環境、生き物の視点から考えま
す。名東自然倶楽部もシンポジウムを後援しています。

鳥類調査・水生植物調査を行います
9 月 24 日(祝) 午前 8：00～
10 月 27 日(土) 午前 8：00～
集合：緑地南端 親鸞山南側の公園遊具辺り
（一般参加も可能ですが調査活動ですので特に解説・
案内はありません）

いだかの森ネイチャー研究会
問合せ連絡先：青山裕子

電話 052-775-9461

いだかの森ネイチャー研究会が設立、活動開始
第 1 回研究会（5 月 21 日） 立ち上げにつき設立趣
旨、目的、目標、今後の活動予定を決定した。
第 2 回（6 月 11 日） 塚ノ杁池周辺の自然観察とネ
イチャーゲーム「森の設計図」作成のヒント探し。
第 3 回（7 月 9 日） 環境省の身近な生き物調査夏編
「セミのぬけがらさがし」を行った。

セミの調査報告

明徳公園

自然観察会

問合せ連絡先：布目

均

電話 052-771-0396

（報告）
７月 28 日(土)の観察会で、
コナラの樹液にたくさん
の虫が集まっていました。
カブト虫のオスとメスの
ペアもいて、大人も感激で
す。

７月９日はまだアブラゼミが鳴き始めたばかり
の頃。いだかの森でもぬけがらが見つかるかどう
か心配したが、最初にプール駐車場北の林でニイ
ニイゼミ、ヤマモモの近くでアブラゼミと見つか
り、みんな子どものように喜んだ。ぬけがらはす
べてオスだった。8 月 9 日に採取したアブラゼミ
のぬけがらはオス、メスが半数だった。8 月 27 日
はツクツクボウシのぬけがらも採取。また、アブ
ラゼミのぬけがらはすべて、メスだった。ツクツ
クボウシのぬけがらはスギ林に多く見られた。池
の方に向かうにつけてニイニイゼミが多くなっ
た。

【予定】毎月第 4 土曜日
（9/22、10/27、11/24）
9：30～11：30 集合：明徳池つり場東岸
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第 4 回ネイチャー研究会を開催します
9 月 29 日午前 6：30 名東生涯学習センター前集合
自然の音をテーマにバードコール体験とネイチャー
ゲームや野鳥観察。区民祭りの予行演習も兼ねる。

エコエコフェスタ 2001 でネイチャーゲーム開催
9 月 30 日(日) 牧野ヶ池緑地(西側芝生公園)
フェスタ 11：00～14：00
ネイチャーゲーム：13：00～
生活クラブ生協愛知が主催する エコエコフェスタ

2001 で、ネイチャー研究会がネイチャーゲームに
協力します。フェスタでは無農薬農園や食品メーカ
ー等の出店やフリーマーケットが行われてます。

2001 秋号

炭焼きグループ
問合せ連絡先：松岡

俊男

電話 052-701-1547

６月の炭焼き会以降、夏はお休みしました。
6 月 9 日に炭焼き会を開催しました。蒸し暑い気候で
竹材が湿っているた
めか、いつもより煙
が多く、炭化に時間
がかかりました。
気候の暑さを考慮
して夏期は炭焼きを
お休みし、乾いた竹
材が確保できる秋か
ら活動を再開します。

森づくりグループ
問合せ連絡先：土方

惠夫

電話 052-703-2927

竹のヒコ生え刈りを行いました。
塚ﾉ杁池の東側や、井堀池の西斜面などで竹のヒコ生え
刈りを行いました。タケノコの時期になる５月下旬から
7 月にかけて新しい竹が成長する時期です。特に、昨シ
ーズンに親竹を除伐した場所では「ヒコ生え」といって
竹の地下茎から直接竹の新芽が伸びてきます。これらの
ヒコ生えは除伐しや
すいこの時期に刈り
取ります。

井堀池西側
の除伐⇒

10 月から月例炭焼き会を再開します
平成 13 年 10/27(土)、11/10 日(土)、12/8(土.)
平成 14 年 1/12(土)、2/2(土)、３/9(土)
時間：概ね午前 8 時～午後 4 時(途中参加も可)
場所：公園資材置き場（上社中学の東隣）
会費：300 円（竹炭の土産付き）
昼食は各自持参、作業の出来る服装、軍手等
※当日は竹材の運搬、竹
割り等もあります。の
こぎり やナタ 等を お
持ちの 方はご 持参 く
ださい。
※当日雨天は翌日に順
延します

月例柴刈り会の予定
平成 13 年 9 月 15 日(土) 午前 8：00～10：00
10 月 6 日(土) 午前 9：00～11：00
11 月 17 日(土) 午前 9：00～11：00
12 月 1 日(土) 午前 9：00～11：00
平成 14 年 1 月 19 日(土) 午前 9：00～11：00
2 月 2 日(土) 午前 9：00～11：00
３月 2 日(土) 午前 9：00～11：00
集合場所：名東プールの前（駐車場）
服装：長袖、長ズボン、帽子、厚底靴、軍手
※黒い色の服装は避けてください。蜂対策です。
持ち物： 水筒、タオル、防虫スプレー
(お持ちの方は)鎌、ノコギリ、剪定はさみ等
※雨天時は原則として中
止し、翌日を予定します。
作業場所の予定は
9 月：生涯学習センター前、
10 月：障害者スポーツセ
ンター裏、11 月以降は未
定です。
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田んぼグループ

その他 お知らせ

夏は田の草取りに明け暮れました

名古屋都市センターの助成を受けました

６月 9 日／5 月に植えた苗が雨で流れて再び田植え。
お玉じゃくし、ヤゴ、亀など生き物がいっぱい。
6 月 23 日／田の草取りが始まりました。無農薬でび
っしりと生えた雑草を素手や万爪(まんが)でとり
ました。重労働で腰が立ちません。
7 月 14 日／この日もまた田の草取り。稲はすくすく。
8 月 25 日／スズメ除けを設置。田の生き物観察。

財団法人 名古屋都市センターの「平成 13 年度ま
ちづくり活動団体助成」に名東自然倶楽部で申請し、
約 16 万円の活動助成を受けられることになりました。
6/24(日)に都市センターで開催された公開発表会
では代表の堀田さんが名東自然倶楽部の活動を審査員
の方々に説明し、質問に答えました。

秋はついに稲刈りです
9 月 22 日(土)
はさ掛けの準備
10 月 13 日(土)
稲刈り、はさ掛け
時間：10：00～
場所：いだかの森棚田
※名東生涯学習センターの
講座なので別途に申し込み
が必要です。見学は自由。

春のシンポジウムは盛況に開催されました
さる平成 13 年 3 月 4 日に「猪高緑地を考えるシン
ポジウム 2001」が名東生涯学習センターで開催され、
多くの人に参加いただきました。当日は「丘陵地におけ
る森のいとなみ」と題し相地満氏(自然史研究会)の講演
があり、猪高緑地を含む名古屋東部の丘陵地における森
の役割などについて有意義なお話を聞きました。
また、岐阜大学農学部の林進教授をコーディネーター
に猪高の森についての討論がされました。パネリストに
は市緑政土木局や極楽小学校、名東自然倶楽部のメンバ
ーなどが話題を提供し、会場からも様々な意見がでまし
た。

参加者募集

棚田

名東自然倶楽部はいくつか
のグループに分かれて活動
を行っています。興味のあ
る方はいずれかの活動にご
参加ください。

名東自然倶楽部全体への 連絡・問合わせは
堀田 守 電話 090-1279-5292
巾 賢治 電話 052-702-9511 FAX752-9500
この「森たより」へのご意見は編集係(藤森)まで
mikihito@cs-f.bias.ne.jp 電話 0561-61-5188
4/4

