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 去る 11 月３日(祝)に猪高

で開催された｢名東区民まつ

も参加しました。今回は自然

テストも行いました。また、

ではネイチャーゲーム体験が

導員として活躍しました。 

 区民まつり 自然観
 あいにくの雨天になった今

だから体験できたことも多く

策路さえも楽しそうでした。

 一行はシラタマホシクサが

雨に潤う静かな竹林を抜けて

雨に濡れる蜘蛛ノ巣を発見し

ながら井堀池に到着しました

あった｢ため池｣の話を名東土

かつての猪高の森の姿を皆で

し地点の棚田では審査員とし

参加し、秀作揃いの作品に迷

えっていつもより充実した観

 区民まつりでネイチャ
  （報告：青山［愛知県ネイチャ

 地球環境ひろば（環境デー

知県ネイチャーゲーム協会の

ーゲームの会」が協力参加し

うち４名は名東自然倶楽部会

 プログラムの内容はバード

た野外での鳥や虫等の鳴く生

ャーゲーム体験です（雨天の

このプログラムのねらいは「

フト・ゲ

れて、い

づくこと

の材料で

除伐され
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猪高緑地 
牧野ヶ池緑地 

明徳公園 

話  
たよ
緑地、名東スポーツセンター

り｣に名東自然倶楽部は今年

観察会と同時に案山子コン

｢地球環境ひろば｣コーナー

あり、自然倶楽部会員も指

察会（報告：横田法子） 
回の観察会ですが、雨の日

、子供たちはぬかるんだ散

 

咲き残るスリ鉢池を出発し、

、途中でキノコや木の実、

、｢大クス｣の年齢当てをし

。そこで、以前は 300 余も

木事務所長さんから聞き、

想い巡らせました。折り返

て「かかしコンテスト」に

いながら投票しました。 

 小学２年から 60

歳代まで幅広い年

齢の方々に参加い

ただき、参加記念の

竹炭も皆さんに大

好評でした。雨の中

で参加者は一般 23

名と例年より少な

かったのですが、か

察会になりました。 

ーゲームを紹介 
ーゲーム協会、名東自然倶楽部］） 

なごやコーナー）では、愛

地域組織「なごやネイチャ

ました。今回のスタッフの

員です。 

コール作りと、それを使っ

き物と親しむためのネイチ

ため野外は中止しました）。

音」をテーマにして、クラ

ーム・観察の要素を組み入

だかの森の自然や環境に気

です。また、バードコール

ある木片は街路樹や山林で

た木の木片を使用しました。
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001冬号

    （通巻第 2 号） 
たちは完成した

ドコールで鳥の

ずりを練習しな

、木の硬さによ

音色が違うこと

見していました。

者はほとんどが

で 187 名、スタ

９名で対応しま

。当日は会場となった名東スポーツセンターのあち

でバードコールの音がして賑やかでした。参加者に

ードコールで鳥を驚かせないよう、野鳥の繁殖期に

用を控えるようお願いもしました。 

                         か  か  し 

いだかの森 案山子コンテスト（報告：堀田守） 

堀谷戸にある「田んぼ」では案山子コンテストが行

ました。極楽小学校・貴船小学校をはじめ米づくり

達が作った案山子がたくさん展示され、田んぼ関係

自然観察の参加者が投票して各賞を受賞しました。 

かし大賞  名東土木所長賞  学習センター館長賞 
婦かかし         カン太郎かかし       スマイリィー 
ばりました賞    がんばりました賞     がんばりました賞 
竹かかし       いだかの米次郎     かかしわらべ 

ーモア賞       ユーモア賞       ユーモア賞 
めいとう米太郎   いのちかかし    方向指示かかし 
作り体験リーダ
楽小学校 6 年生

東海ＴＶの現地

ありました。放

デオテープがあ

し希望の方は名

務局まで問い合
ーを募集中！（詳しくは田んぼグループ欄に） 

の稲刈りの

生中継の取

送を録画し

ります。貸

東自然倶楽

わせくださ
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 名東自然倶楽部 全体活動 

 

名東区

名東自

毎月 

名東生

 

 自 然

猪高緑

猪高緑地

【報告】

    

 午後

古屋支

の基礎

階層構

した。

【予定】

9：

 

※3/2

は名東

くり振

で観察

た散策

ます。

 

 

牧野ヶ

【予定】

   9

  1/2

明徳公

【報告】

【予定】

 １/26

 ２/23

 

 調査

湿性、

究会主

とに生

少が激

 
活動報告と予定 

毎月１回鳥類調査を行っています。 

 ツグミ、シロハラ、ジョウビタキ、ルリビタキ等の冬

鳥が、続々と訪れています。毎月不定期に行っていま

す。参加希望の方は上記にご連絡下さい。 
問合せ連絡先：巾 賢治  電話 052-702-9511
民まつりに参加（詳しくは巻頭ページに） 

然倶楽部 定例連絡会 

第 3 土曜 10：00～12：00 

涯学習センター 会議室 

観 察 グ ル ー プ  

地 自然観察会 
問合せ連絡先：堀田 守  電話 090-1279-5292 

内の観察会をいろいろなコースで行います。 

9 月 15 日 16 名、10 月 13 日 12 名 

11 月 10 日 8 名、 12 月 8 日（６名） 

は植生調査の勉強会として、自然観察指導員名

部より講師を招き、植物群落の調査方法（測定

・接線法・コドラート法・帯状トランセクト法・

造模式図作成）を実際に現場 3 箇所で実習しま

 

３月･８月・９月を除く毎月第 2 土曜日に開催。 

30～12：00 生涯学習センター前に集合 

1（祝）に

区まちづ

興課主催

会を兼ね

会を行い

 

池緑地 自然観察会 
問合せ連絡先：巾 賢治  電話 052-702-9511 

毎月第 4 土曜日 

：30～12：00 公園事務所前に集合 

6(土曜)、2 月は 2/17(日曜)です。 

園 自然観察会 
問合せ連絡先：布目 均  電話 052-771-0396 

2001 年は 11/24(土)に 10 回目の観察会を実

施しました。参加者は 15 名でメンバーも定着し

てきました。 

毎月第 4 土曜日 

(土) 9：30～11：30 明徳池つり場東岸に集合。 

(土)は名東区の自然散策会として実施します。 

グループ 

問合せ連絡先：岩元 一男 電話 052-702-4421 

水生植物の調査を 8/12 観察会(ため池の自然研

催)にて行いました。塚ノ杁池のスイレンが年ご

育域を広げる傾向があり、ヒシ、カガブタの減

しいようです。 

 また、調査用の鳥の巣箱掛けを行います。ご協力頂け

る方も上記にご連絡下さい。 

10/28 塚ノ杁池周辺のテグス調査を行いました。２

時間で約６００ｇのテグスや

釣り針、疑似餌を回収しまし

た(左写真)。野鳥のテグス被害

が深刻です。釣りをされる方

は、テグス等を放置されない

よう願います。片足のセグロ

セキレイが確認されました。 

12/9 カヤネズミの生息調査

を行いました。８個の巣を確

認しました。細々と生き延び

ているようです。 
カヤネズミの巣→ 

アカガエル、トウキョウサン

ショウウオの産卵調査が始ま

ります。今期は、どれくらい

の産卵が確認できるか楽しみ

です。 

｢猪高の生き物マップ｣を作成します。情報をお寄せ下さい。 

 

 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 

いだかの森での活動報告 

第４回（9/29） バードコール作りと塚ノ杁池周辺の

探鳥会を午前 6：30 から開催。 

  ハシボソガラス、カケス、アオサギ、キジバト、ヒヨドリ、セ

グロセキレイ、キジ、コゲラ、シジュウカラ、カワセミを確認。 

第５回（10/24） 名東区民まつりでの「ネイチャー

ゲーム体験」の下見をかねて、すり鉢池周辺の林に

て「動物発見ラリー」の予行演習を実施。 

第 6 回（11/3） 名東区民まつり地球環境広場にて

バードコール作りや鳥のさえずりを体験するブース

をメンバーが担当。 

第 7 回（12/20） 「夜のいだかの森を歩こう！」 

塚ノ杁池は牧野ヶ池に比べ、カモ・サギ類が少ない

が昼間は観られないカモも午後６時前後にはとても

賑やかな鳴き声が聞こえた。また、スギの枯部には

多数のクモやカマドウマが成虫越冬していた。 

◎毎月 1 回活動しています。興味のある方は青山まで。 

庄内緑地公園でネイチャーゲームの会を開催 

庄内緑地公園で｢自然とふれあうネイチャーゲーム

冬の会｣(主催：なごやネイチャーゲームの会)があります。

興味のある方はご参加ください。 

２/３(日)10:00～12:00 (受付 9;30 から) 

 ※要申込み 参加費：大人\400･子ども\200 

 (申込･問合せ：横田勝 052-777-9272) 
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 森づくりグループ 

問合せ連絡先：土方 惠夫  電話 052-703-2927 

すり鉢池周りなどの手入れをしました 

 名東スポーツセンター脇のすり鉢池周りには猪高の森

では貴重な松や山桜の大木などがあります。10/6 の池

の草取りに始まり、周辺の竹伐採とヒサカキ、カクレミ

ノなど常緑樹の間伐を行い 12/12 に最後の整理が終了

しました。延日数 45 日、総人数は１２0 人余となり多

くの方のご協力を得ら

れ、ありがとうござい

ました。整理した竹は

660 本余になります

が、多量の廃材処理に

苦慮しました。 

↑間引きして明るく 

 なった竹林と整理 

 した竹 

 

←秋になって色づく 

 すり鉢池周りの森 

月例柴刈り会の予定 

平成 14 年 1/19(土)、2/2(土)、３/2(土) 

（水曜日の自主活動の予定は 1/16、23、30、 

  2/6、13、20、27、 3/6、13、20、27） 

午前 9：00～11：00 名東屋外プール前(駐車場)集合 

服装：長袖、長ズボン、帽子、厚底靴、軍手 

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。 

 

 炭焼きグループ 

問合せ連絡先：松岡 俊男  電話 052-701-1547 

10 月から月例炭焼き会を再開しました 

 夏にお休みしていた炭焼きを10月から再開しました。 

10/27(土)、11/10 日(土)

に定例会を行い、12/8(土.)

には今年の最後ということ

で持ち寄った食材を焼きな

がら反省会を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 年の初焼きは１月 12 日。 活動報告と予定 つづき 
平成14年上期の炭焼き会の予定は以下のとおりです。 

 1 月 12(土)、2/9(土)、３/9(土)、4/13(土) 

 5 月は｢名東の日｣行事との調整があり、次号で連絡。 

昨年は 12 月～4 月頃に間伐した竹材が良い炭になっ

たので、この時期に間伐作業も行います。 

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 

 

 田んぼグループ 

無事に収穫ができました。 

復元された｢いだかの棚田｣での初めての米づくりも無事

に収穫ができ、無農薬の田には多くの生きものが戻って

きました。今年度の生涯学習センター米づくり講座は終

了ですが、受講生は早くも次の春に思いを巡らせていま

す。小学校や子供会の田んぼも無事収穫できました。 

田んぼでのイベント｢案山子コン

テスト｣も盛況に開催されました。

（詳しくは巻頭ページ） 

９/９(土)：稲刈り、はさ掛け(前半) 

９/29 土)：脱穀(前半) 

10/20(土)：稲刈り、はさ掛け(後半) 

11/10(土)：脱穀(後半) 

 

お米作り体験リーダーを募集中 

｢いだかの森｣の棚田で田んぼ作業をやってみませんか？

2001 年は、自然に親しみ・楽しんで農作業・米つくり

体験も全ての田んぼが豊作で終わりました。2002 年も

田んぼ体験を行っていく予定です。 

★期間は、平成１４年４月から１２月まで 

★登録は、原則としてグループを対象とします。グルー

プ責任者として、猪高緑地自然公園愛護会に登録して

頂く事が条件になっています。 

★作業は、苗の手配より、田おこし・田植え・草取り・

草刈・稲刈り・収穫までとなります。 

 作業日は、原則として、土曜日・日曜日・祭日 

 休日を使っていろいろな参加グループみんなでわいわ

いと行いたいと思います。 

★お住まい周辺で昔、稲作体験されていた方をご存知の

方・農作業道具類を持っている方をご存知の方をぜひ

紹介下さい。 

★作業の為の実費及びイベント等の保険代は自己負担と

なりますので、ご承知ください。 

【詳細お問い合わせ申し込み】 

 猪高緑地自然公園愛護会会長 堀田 守 まで 

         電話 ０９０－１２７９－５２９２ 
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 ひ と こ と  名東土木事務所から 

フィールドを見直す ～棚田｢田んぼ体験｣を通して～ 
祖父江所長のごあいさつ 

（名東自然倶楽部代表 堀田 守）  皆様、土木事務所の行う各種事業にご協力いただき感

謝申し上げます。 
 昭和 30 年代より東部丘陵地帯は、時代の流れにより

市街化が進み区画整理の名のもと、生態系豊かな緑地が

削られ、公園整備では、生態系無視の整備が行われてき

ました。本年４月に我々が以前より提案してきた里山の

パーツである田んぼが｢オアシスの森事業｣として復元さ

れました。本年、棚田の田んぼを猪高緑地自然公園愛護

会会長として管理をさせて頂きました。田んぼ作業を通

して地元の方たちとの交流もでき個人的に以前より何か

もやもやとしていたことが、少しわかりかけてきました。

公園整備に対し、その場所でのテーマを絞り（田んぼ・

池・地質・地形・歴史等々）、聞き取り、学び、調査、

研究を行うことにより、猪高緑地という我々のフィール

ドのあり方についてどうあるべきかが少し見えてきまし

た。猪高緑地においては現時点の私個人的に思うのは、

谷地を利用してきた先人の知恵、歴史を考慮しての総合

的ないろいろなパーツの復元と自然環境のある自然公園

づくり（建設省都市公園法での都市林の位置付け）が必

要との思いがますます深まりつつあります。今後とも、

公園つくり行政の関係部署に対していろいろな観点から

見えてくる問題点の意見申し入れ、パートナーシップと

しての助言等を行っていきたいと思います。我々の活動

は、名古屋の片隅の問題です。今後も社会教育・生涯学

習の一環として自然保護への取り組み、地元の方たちを

巻き込んで問題意識をもって頂き、いろいろな所に情報

発信することでネットワークを広げ、点としての名東自

然倶楽部の活

動が、線になる

自然保護に結

びつく啓蒙活

動として、地域

全体に広がる

ようにしてい

きたいと思っ

ています。 

 さて、昨年は猪高緑地で稲作や竹伐採等の自然を守る

各種活動にご協力いただきありがとうございました。 

 特に、井堀の棚田における稲作は全国でも珍しい活動

で、その成果は非常に立派な出来栄えで驚いているとこ

ろです。暑い中で泥との戦いは、たいへんご苦労された

ことと推察いたします。 

 今年も変わらぬご支援をお願いするとともに、名東区

民の貴重ないこいの場としての猪高の森が多くの人に楽

しんでいただけるよう、自然の保全にお力を貸してくだ

さるよう重ねてお願いいたします。 

 最後に皆様のご健勝をお祈りしてごあいさつとさせて

いただきます。 

 

 

 その他のお知らせ 

猪高緑地のホームページができました 

 猪高緑地の自然や名東自然倶楽部の活動などを紹介し

たホームページができました。倶楽部会員の横田勝さん

が作成、公開している個人のホームページですが、素晴

らしい内容となっています。皆さんも是非アクセスして

みてください。 

http://i-will.jp/yoko/idaka/ 

 

 

 
落ち葉があふれる凹池脇の木道 

 

 

→

タ

参加者募集 

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

 堀田 守 電話 090-127

 巾 賢治 電話 052-702

この「森たより」へのご意見

  mikihito@cs-f.bias.ne.j
ゴンズイの実（塚ﾉ入池近く)
 透けるような 

カノツメの黄
絡・問合わせは 

9-5292 

-9511 FAX752-9500 

は編集係（藤森）まで 

p 電話 0561-61-5188 
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