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【報告】  第１回名東自然倶楽部「くらぶまつり」盛況での終了スタッフのみなさまのご協力に感謝いたします。 

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」と同時に開催いたしました。従来より春の

「名東の日」May10 ウィーク、夏のまるはち協賛「めいとう環境展」、秋の「名東区民まつり」と行政とともに実施してま

いりましたが今年度より「区民まつり」の催しに私たちの活動を広く市民に紹介するために、「自然散策会と棚田かか

しコンテスト」に、新たに各グループの「パネル展示」「森の恵み試食」「竹やドングリでネイチャークラフト」「ネイチャ

ーゲームで子ども樹木博士になろう」などを加へ晴天にも恵まれ楽しい有意義な一日を過ごしました。会場はスポー

ツセンター北側すり鉢池東屋一帯で開催いたしました。 

 
名東生涯学習センター主催で自主活動グループ対象の会員募集と会員間の連絡.報告にとホームページ作成の

グループ支援をいただきました。指導教育をしておられるパソコンサークルせしる代表岩田様のご好意ご協力をい

ただき５ＭB～10ＭB 内で、センターの支援目的主旨に合ったグループの活動と特色を制作公開することができま

す。“せしるのひろば” URL http://cecile.gr.jp/ サイトから名東自然倶楽部のホームページレイアウトをご覧い

ただけます。 

 

第３回マメイモリの会 

当倶楽部も加盟している愛知雑木林連絡会例会が猪高緑地で 12 月 14 日(土)に開催されました。 

今回はホスト団体として県内各地の里山保全活動団体の方々13 名をお招きし当倶楽部の活動を紹介しました。会

員のみなさんには第 3 回マメイモリの会としてご

案内し、数名の方が参加いただきました。当日は

炭焼きの定例会もあり、炭焼き見学、緑地案内と

竹刈り体験の後、お昼には炭焼きグループ方々

に豚汁やお漬け物を振舞っていただき和やかな

会になりました。午後は名東生涯学習センターで

意見交換会を行いました。 

 
                                  竹刈り体験                 意見交換会 

 

 
  

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

 

毎月原則第 2 土曜日に自然観察会を猪高緑地内のいろいろなコースで 

   行っています。 

【報告】9 月 15 日に区役所主催自然散策会を開催しました。 参加者 86 名 

 10 月 12 日自然観察会を開催しました。参加者 12 名 

 11 月９日自然観察会を開催しました。参加者 12 名 

【予定】 1 月 11 日(土)9:30  

     2 月 08 日(土)9:30  

     3 月 21 日(土)9:30  

          ・問/区まちづくり推進部地域振興課 

                                 (Tel.052･778･3029) 

 

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

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 
【報告】10 月参加者小学生 23 名 1 年生～3 年生と低学年の為、学校内の自然探しをおこないました。色づいた

様々な葉っぱ集めをして色比べをおこない、画用紙にはり持ち帰りました。  
11 月参加者小学生低学年 28 名 1０月に調べた素材を使い、お母さんの顔や、スペースシャトルなど思いおもいの

作品づくりをしました。 

12 月参加者小学生 28 名ドングリやトチノミを使いペンダントやブローチをつくり家の方にプレゼントしました。 
【予定】1 月 12 日(日)参加費無料：管理事務所前で 9：30～受付、10 時から「自然散策会」を開催。名東自然倶楽

部会員の案内で、越冬する水鳥たち、春への準備中の木々の蕾。枯葉を踏みしめて冬の森を散策する。問/区ま

づくり推進部地域振興課(Tel.052･778･3029)  ち
 
明徳緑地 自然観察会 問合せ連絡先：布目 均 電話 052-771-0396 

毎月第 4 土曜日に開催します。観察会 9：30 明徳池魚つり場東岸集合（駐車場への車両出入口） 

【報告】9 月 28 日（土）雨 参加６名 雨の中でも６名の参加があり、日頃見れな

い場所に行き観察、テンダイウヤクと再会 

 １０月２６日(土) １５名参加、今年は紅葉が早い様子。き

れいに色付いた明徳緑地を観察、赤い実も見られた。 

 １１月２３日（祝）名東区自然散策会 参加９２名、天気も

よく、紅葉のきれいな公園を６班に別れて、散策した。１５名

のサポーターに協力ねがった。 

【予定】１月２５日(土)冬芽、冬鳥の観察       

    ２月２２日(土)春の気配を探す 

  

 問合せ連絡先：岩元 一男 電話 052-702-4421 

【報告】  カヤネズミ生息調査･調査場所によって、昨年と比較して巣の数の増減があ

りました。僅かではありましたが、昨年未調査の場所でも痕跡を見つけることもできまし

た。今後は、保護へ向けてどのような環境が必要なのかを調査していきたいと考えま

す。 

鳥類調査･毎月行なっている調査もすでに１年半が過ぎましたが、確認種類は増えて

います。猪高緑地で冬に見られる鳥たちが今年も来ています。トラツグミ、ベニマシコ、

ジョウビタキ、ルリビタキなど。珍しくウソやヤマシギが確認できました。 

深刻な水不足･トウキョウサンショウウオの産卵場所の湿地が、１２月に入っても渇れ

たままになっているのが目立ちます。産卵期を間近に控えて心配な状況です。猪高緑地

や周囲の環境変化の影響でしょうか。 

 

 

 
カヤネズミの巣 

 

 問合せ連絡先：青山裕子 電話 052-775-9461 

 

  

【報告】  11 月 3 日に「名東区民まつり」同時開催名東自然倶楽部「くらぶまつり」

にて「ネイチャーゲームで子ども樹木博士になろう」という内容で午前中ネイチャー

ゲーム体験、午後樹木博士認定活動を行った。 

名東スポーツセンター北側、すりばち池周辺の樹木 15 種を認定試験の樹種とし

た。木の特徴と名前が覚えやすいよう、出題する木の葉を使ってネイチャーゲーム

で楽しみ、午後の認定活動へつなげた。この認定活動は（社）全国森林レクリエー

ションが事務局となり、この活動を通して、森林に親しんでもらうことを目的とした野

外活動である。 

【予定】  「なごやネイチャ－ゲームの会」では、2 月 2 日(日)の 10 時～15 時に庄

内緑地公園で季節の会を開催されます。自然とふれあうネイチャーゲーム冬の会

in 庄内緑地.スポーツ振興くじ助成金事業★テーマ・子どもは風の子 とことん遊ん

で いろいろ発見！作って・食べて・発見！☆ＮＨＫホームページ･あいち.ぎふ.みえ

「なごやか情報局」今週の募集一覧に参加申込方法の詳細が掲載されておりま

す。URLhttp://www.nhk.or.jp/nagoya/nagoyaka/index.html  

 

 

http://www.nhk.or.jp/nagoya/nagoyaka/index.html
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 問合せ連絡先：土方 惠夫 電話 052-703-2927 

【報告】  10/5 定例会「なごや西の森づくり 2002」の竹炭焼き.出展用炭づくり 270 個準備.延 45 人、 

【作業】A 地区 No2 除草クズ若竹など延８人・枝垂れ桜周辺.棚田.草刈り延 15 人･笹百合の移植 3 人･名古屋西の

森づくり 2002 出展用竹炭焼き 20 人 

11/2 定例会.すり鉢池東山手.ビートルハウス用竹伐採と柿ノ木の保護 150 本 9 人･区民まつり「ビートルハウスづ

くり」と「森の恵み」8 人 

【作業】生きものエリア.柿ノ木の保護.笹刈りと棚づくり 8 人･枝垂れ桜周辺除草 8 人･枝物の保護用棚づくり枝垂れ

桜周辺延 8 人･竹の伐採 A 地区 No9.800 本延３０人･植物の保護植樹シュンラン 100 本延１０人 

12/7 定例会.井掘下池周辺若竹刈り 100 本 8 人･12/14 雑木林連絡会と交流会.竹炭焼きと森づくり 25 人 

【作業】すり鉢池周辺.散策路落葉集め.ビートルハウス入れ延 6 人･竹の伐採 A 地区 400 本 No9.100 本 No6 延 25

人･植物の床づくり.ハルリンドウ.センリョウ.マンリョウ延 25 人･保護柵用杭づくり 40 本延 2 人･除草材の腐葉土づく

り用ハウスづくり延 6 人･保護棚づくり塚ノ杁池堤防 100M 延 8 人 

 

 問合せ連絡先：松岡 俊男 電話 052-701-1547 

【報告】  １０月より、夏休みも終り炭焼きを再開しました。10/5 

10/14(なごや西の森づくり) 11/9 12/14 

１０月１４日「なごや西の森づくり」イベントに参加しました。竹炭焼き実演

コーナーを設置して好評を得ました。今回のイベントには、名東土木事務

所岡本緑地係長他、名古屋市緑政土木局の方々、炭焼きグループメン

バーのご協力得ました。大変有難うございました。事故もなく終り感謝し

ております。 

【予定】  平成 15 年 1/11(土) 2/8(土) 3/8(土) 雨天は翌日・時間 午前

8 時より・場所 猪高緑地公園資材置場(上社中学東隣)・会費 300 円.食

費.竹炭共・作業 午前中.竹の伐採.竹切.竹割の作業あり次回の竹材の用

意をします。鋸.ナタ等があればご持参ください。  
 

 問合せ連絡先：堀田 守 電話 090-1279-5292 

自然は意識をしないと見えてこない。街・地域の文化は、そこで暮らす人が作り

出す。現在、田んぼを行っている。そこには、たくさんの命の輝きがあり、いろいろ

な物・自然の命に気づくきっかけがある。だからこそ、次世代に続く大きな可能性

を秘めた、子供達に見て触れて体験をして考えてほしいと思っている。名東区の

自然は、まだ、ここの歴史の中に根付いている。はるかな昔から、そして、これか

らもずーとずーと続く事を祈って！ 

 
  

問合せ連絡先：巾 賢治 電話 052-702-9511 

【報告】  この 1 年間を振り返り見ますと、２校の田んぼづくりに始まり名古屋市への行事参加、緑地内学習と多

忙な日々だったの感想です。 

 様々の場面での児童、保護者、サポートの方々の顔が一様に輝いていました。 家庭、学校、地域が正に 1 つな

った時、このような輝きがあり、私たち倶楽部が望んでいた姿であり、総合的な学習サポートを通じて得た大きな成

果だと思っています。 区外からもサポータ

ーとして新たに加わり、念願の 1 クラス２人

制で対応できるようになり密に接することが

可能になりました。グループでの研修も計

画されており多くの仲間づくりを通して、地

域力の向上をめざしていきたいと思います 

 

 

 

 

なごや西の森 2002 

小学生の脱穀体験学習 子どもたちと稲刈り作業を一緒にした保護者の皆さん 
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名古屋市科学館情報会員・エコパルなごや.お知らせｅｔｃ  

トーク＆映画「森の学校」上映会 (事前申し込み制) 

 原作となった「少年動物誌」著者 河合雅雄さん（京都大学名誉教授）のトークと西垣吉春監督映画「森の学校」

（107 分）上映 

日 時 平成１５年３月１５日（土）午後１時３０分～４時３０分まで          

主 催 財団法人東海財団、名古屋市科学館、中日新聞 

会 場 名古屋市科学館サイエンスホール 

対 象 一般３４０名 

参加方法 無料ですが、入場整理券が必要です。往復はがきに住所・氏名・電話番号、年齢を記入し、 

460-0008 名古屋市中区栄２－１７－１名古屋市科学館「トーク＆映画上映会」係まで。 

締切 ３月１日（必着）応募者多数の場合は抽選。 

科学館のホームページへの募集記事掲載は 2 月からになります。映画については下記をご覧ください。 

※科学館インターネット応募受付サイト･映画「森の学校」については… 
URL http://i-will.jp/yoko/idaka/ MENU 新着情報・今月のお値打ち情報のお知らせページをご覧ください。 

親子環境セミナー参加者募集･環境のことをもっと知りたい小学生とその保護者の親子環境セミナー講座。 

日 時 平成１５年１月２６日（日）午前１時から午後８時まで 

場 所 エコパルなごや・名古屋市科学館 

内 容 エコパルなごやで、ワークショップ（オリオン座のこがし絵工作）・バーシャルシアター。科学館で、プラネタリ

ウムにて星空観察・双眼鏡.星座早見盤の使い方の説明・冬の星空(すばる)を観察するスターウォッチング、星空観

察を通じて空の汚れを考えよう！など。 

参加費 無料 

応募条件：市内在住の小学４～６年生とその保護者.３５組７０名   先着募集組数に達し次第締め切り 

応募方法：往復はがきに、講座名/住所/氏名/保護者名/学年/電話番号を書いて、エコパルなごやへ。 

〒460-0008 名古屋市中区栄 1-23-13 伏見ライフプラザ 13Ｆ  

 名古屋市環境学習センター エコパルなごや TEL223-1066 
            **********Ｔｏｐｉｃ*********** 

極楽小学校は、１１月３日に「里山を守るボランティア活動」の取り組みで教育委員会から学校表彰をされました。

行政と名東自然倶楽部が中心となって、極楽小学校の児童や保護者も参加し、昔の水環境を生かした棚田を含め

た里山の復元を目的とした自然公園づくりが進められています。『猪高緑地』の取り組みは、自然観察だけには留ま

りません。豊かな猪高緑地の自然を通して「育てる」「観る」「創る」をテーマにさまざまな活動をしています。猪高緑地

の保全活動は、ボランティア団体や名古屋市、名東自然倶楽部、地域の方たちと一緒になって行なわれています。さ

まざまな自然と共に、地域の人たちや専門家と触れ合うことによって子どもたちは、自らいろいろなことを体感し成長

しています。子どもたちの取り組み内容は，極楽小学校ホームページ・メニューの「猪高緑地」をクリックして見てくだ

さい。  URL http://www.gokuraku-e.nagoya-c.ed.jp/ 
財団法人名古屋都市センター「まちづくりに関係している団体」のホームページに名東自然倶楽部の活動内容が

２月当初頃に公開紹介されます。URL http://www.nui.or.jp/ 
名古屋市環境学習センター 環境学習の拠点「エコパルなごや」平成１５年２月１日～４月３０日まで改修のため一

時閉館。バーチャルシアターや展示内容を一新して、皆さんに一層親しまれる施設にしていきます。開館以来、環境

とエコロジーについてみんなといっしょに考えてきた【エコパルなごや】はこの５月に生まれかわります。新しいエコパ

ルを楽しみにしていてね！TEL223-1066 

新年度を迎えます会費納入準備のお願い 

平成１５年度の年会費につきまして、ご案内させていただきます。郵振の場合、着金までに日数がかかります振込用

紙が手元に届きましたら余裕をもって早めの送金手続きをお願いいたします。局の受付印が受領書の証となります

ので当該年度は大切に保管ください。会費納入案内を受けての翌月末日で納入が確認できない場合は、退会の扱

いとさせていただき、次回からのお知らせがお届けできなくなります。ボランティア活動運営費ですご協力お願い申し

上げます。※振込み手数料は各自ご負担願います。平成１５年度年会費.個人会員：1500 円.家族会員：2500 円 

郵便払込 口座番号 00810-6-71895 名東自然倶楽部 

お問合せ   名東自然倶楽部 事務局 巾 賢治 052-702-9511 会計 藤森 幹人 090-7618-5426 
  

 

名東自然倶楽部へのご紹介は、巾 賢治まで 

momo-chaco@k4.dion.ne.jp 

電話 052-702-9511 FAX752-9500 

季刊森たより 6 号.編集構成.情報 Topic 担当 横田 勝 

時間の提供！仲間になって一緒に 

"豊かな森"を守り育てる市民活動. 

地域社会貢献活動をしませんか, 

１５年度新会員募集中,気軽にどう

ぞご照会ください  
 

http://i-will.jp/yoko/idaka/
http://www.gokuraku-e.nagoya-c.ed.jp/
http://www.nui.or.jp/

