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自然観察グループ
電話 052-702-9511

第１回「くらぶまつり」にみんな集まれ！
【予定】名東自然倶楽部の”くらぶまつり”を 11 月 3 日
(日)に名東区民まつりと同時に開催します。私たちの
活動を広く市民に紹介するために、今年初めて開催す
る行事です。当日は次のような催しを行います。
「自然散策会と棚田かかしコンテスト」
「ネイチャーゲームで子ども樹木博士になろう」
「竹やドングリでネイチャークラフト」
その他 「パネル展示」「森の恵み試食」など
会場はスポーツセンター北側すり鉢池東屋一帯です。
みなさん、是非ご参加ください。
第２回マメイモリの会 〜若竹刈りと竹クラフト〜
【報告】９月７日(土)に第２回マメイモリの会が開催され
ました。曇り空の下で 27 名が参加して汗だくになっ
て若竹(ヒコバエ)の伐採活動をしました。森づくりグ
ループの方々に竹刈りや竹クラフトの技術指導を受け
たり、竹の器で手づくり羊羹やお漬け物が振舞われた
りしました。竹クラフトではカラス笛、竹の剣玉など
遊び道具づくりに大人も子供もチャレンジしました。

猪高緑地

自然観察会

問合せ連絡先：堀田 守

散策会に集まった人々

自然観察会

問合せ連絡先：巾 賢治

カラス笛

竹クラフト、大人も真剣

※次回第 3 回マメイモリの会は 12 月 14 日
「なごや西の森づくり 2002」イベントに参加
【報告】森の少ない名古屋の西に豊な森を育てるイベン
トが 10 月 14 日(祝)に戸田川緑地で開催されました。
猪高緑地自然公園愛護会(名東自然倶楽部)は、「竹炭
焼き実演コーナー」と「豊かな森と自然あそび」の２
つの出展で参加しました。当日は予想を越え 15000
人以上の市民が集まり私たちの出展も大盛況でした。
西の市民に東の森の素晴らしさがＰＲできました。

雨の日の散策会(カタツムリ)

【今後の予定】
毎月第 2 土曜日９：３０生涯学習センター前集合
仲間を誘ってぜひ参加ください。
１１月３日 散策会（くらぶまつりプログラム）
１２月７日 学習センター前集合

牧野ヶ池緑地

親子で若竹を刈る

電話 090-1279-5292

9 月 16 日に名東区役所主催で自然散策会を開催しま
した。当日は雨にもかかわらず、約 80 名の参加者があ
り、安全を重視したコースを設定。ドングリいろいろを
観察し、アーチェリー場より木道・塚ノ入り池一周コー
スの散策を行いました。雨の日は、雨の好きな生き物た
ちが、たくさん観察されました。

電話 052-702-9511

【報告】9 月 7 日(土)、今月から定例日を第 1 土曜日に
変更したため、小学生 2 人のみで行いました。わずかに
残った「はすの花」と「ガガブタ」の花を観察し、タヌ
キの新しい「ため糞」を見て生存を確認しました。
【予定】次回 11 月は講座があるため開催日は未定。
それ以降は、毎月第１土曜日に開催します。
9：30〜12：00
公園事務所前に集合

明徳緑地 自然観察会
問合せ連絡先：布目 均

電話 052-771-0396

【予定】10 月 2６日（土）観察会（9：30 明徳池東側集合)
11 月２3 日(土)名東区自然散策会 10 時デイキャンプ場集合
（12 月は定例観察会お休み）

調査グループ

右上﹁竹炭焼き実演コーナー﹂出展
右下 竹細工などの展示

左上﹁豊かな森と自然あそび﹂出展
左下 ドングリを使ったクラフト

問合せ連絡先：岩元 一男 電話 052-702-4421

８月中旬に塚ノ杁池、凹池、井堀上池、下池の魚類調
査を行ないました。塚ノ杁池でブルーギル３匹を捕獲
し、水位が少なかった井
堀上池・下池ではアメリ
カザリガニを大量に確認
しました。調査後、井堀
上下池は昨年に続き今年
も完全に干上がり９月末
頃までひび割れた池底が
魚類調査の風景
見えました。
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塚ノ杁池の水草分布調査を行
ないました。スイレンとジュン
サイの分布域が増え、ガガブタ
も一部で群落を形成していま
す。フサジュンサイはほぼ全域
に繁茂しています。
９月の鳥類調査で緑地上空を旋回しているオオタカの
ペアを確認しました。９月 13 日にケガをした幼鳥が
保護されたということなので、親鳥かもしれません。
しばらく旋回した後に平和公園方向に飛んで行きまし
た。
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炭焼きグループ
問合せ連絡先：松岡 俊男

電話 052-701-1547

月例炭焼き会の報告
６〜９月の夏期は炭焼きをお休みしていましたが、
１０月 5 日から再開しました。その日は 10/14 の西
の森イベントへの参加準備に大忙しでした。
10 月からの予定
11/19(土)定例炭焼き会
12/14(土)定例炭焼き会(※愛知雑木林連絡会の例会も併催)

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
・ 夏休みに青年の家ボランティアスタッフと共に子
どもたちにネイチャーゲームをして楽しみました。
・ 塚の杁池ぐるっと一周秋のたから探し,コナラにア
ベマキ,アケビの実,ススキにセイタカアワダチソウ,
ヌスビトハギ,葛の花,金ミズヒキとミズヒキ,池の中
にはフサジュンサイの可憐な白い小さな花がいっぱ
いオオバコとオヒシバで草相撲夏場所千秋楽でした。
・ 猪高の竹を利用して熱田区の子どもたちが水デッ
ポウを作成。材料の竹刈りは森づくりグループの協
力で青年たちが実施。猪高の竹が子どもたちの楽し
そうな笑顔づくりに役立ちました。広く、竹の利用
先を開拓していけたらと思いました。

一列に並んで水鉄砲

田んぼグループ
問合せ連絡先：堀田 守

電話 090-1279-5292

雨がなく、田んぼにひび割れが･･････
８月 16 日には、井掘り下
池上池も干上がり、田んぼは、
ひび割れ！状態になりました。
畦の草刈・田の草取り等自然
との戦いでしたが、なんとか
お米が実り始めました。9 月
の始めには、鳥除けをしまし
た(右写真)。
かかしコンテスト 審査日せまる！
11 月 3 日区民まつりに於いて、自然観察会参加者の方
たちにより審査され、投票数で各受賞作品が決まります。
当日のお手伝いスタッフ募集中！

材料の竹を切り出す

「なごやネーチャーゲームの会」主催で、１０月２０
日(日)の 10 時〜12 時半に牧野ヶ池緑地でネイチャゲー
ム大会が開催されます。

総合学習
問合せ連絡先：巾 賢治

森づくりグループ
問合せ連絡先：土方 惠夫

棚田に設置中のかかし

電話 052-703-2927

夏の作業報告
6〜９月には｢すり鉢池周辺｣｢塚ﾉ杁池北の堤防･棚田
跡･枝垂桜周辺｣｢塚ﾉ杁池西山｣で、若竹切りや除草(ｾｲﾀ
ｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ)などの作業を毎週のように行いました。また、
今年は猛暑で雨が少なかったため、ツツジやウメモド
キなどへ水遣りを数回行いました。
月例柴刈り会の予定
毎月第 1 土曜日 10/5、11/2、12/4
9:00〜12:00 名東屋外プール前集合

電話 052-702-9511

「なごや・地球エコネット」
8 月 24 日に極楽小 6 年生と上社小４年生が上記イ
ベントで猪高緑地での総合学習体験について発表しま
した。予定外でしたが校長先生や担任の先生方、保護
者の方々のご協力で実現でき感謝します。このような
体験をした子供達が将来私たちの活動を受け継いでく
れる事を願うばかりです。
棚田での稲刈り体験
棚田も稲刈りシーズンになりました。夏の日照りが大
変心配されましたが、なんとか無事に米が実りました。
10 月 17 日(木)上社小学校の稲刈り(予定)
10 月 24 日(木)極楽小学校の稲刈り(予定)

名東自然倶楽部への連絡・問合わせは 巾 賢治まで
電話 052-702-9511 FAX752-9500
「森たより」へのご意見は編集係（藤森幹人）まで
mikihito@cs-f.bias.ne.jp 電話 0561-61-5188

参加者募集
興味のある方はいず
れかの活動にご参加
ください。

ドングリの秋
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