
 

 

 

牧野ヶ池緑地 自然観察会  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

問合せ連絡先：巾 賢治  電話 052-702-9511
【報告】４月 27 日 昨年と違い、春の移ろいを感じさ

せない速さで自然の姿が一度に揃った中での観察会でし

たが、ユリノキのチューリップの花に似た可憐な花を見

ることができました。 

平成 14 年度総会が開催されました 

４月 20 日(土) 平成 13 年度活動報告 

５月 18 日(土) 役員選出、平成 14 年度活動計画 

【新役員】会長：巾 賢治／副会長：土方惠夫、青山裕子 
 ５月 10 日 名東区老連の方約 100 名が参加。皆さん

普段目に留めない自然の姿を再発見されたようです。 
／会計：藤森幹人／会計監査：横田法子／役員：岩元一男、松岡俊男 

／顧問：中村民子、堀田 守／事務局：巾賢治(兼任)、岩元やよい 
【予定】６月 名東区主催自然散策会 「池の自然」…

ガガブタ、スイレンの花など 

７～９月 内容は未定です。毎月第 4 土曜日 

   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

【報告】4 月２７日(土)／参加 11 名／今回は、子供の頃

からこの明徳緑地で遊び、明徳池で泳いでいたと言う地

元の高木倉夫さんにイヌビワ、テンダイウヤク、サワフ

タギなど林の中まで案内い

ただき、一同大感激でした。 

 ５月２５日(土)／参加 

17 名／久さしぶりに小学

生の赤堀くんが参加。ネジキ

の可愛いい花が目立ち、終わ

りかけのスイカズラが少し。 

名東自然倶楽部 祭 を企画中！ 

先日、役員会が開催され、各グループ活動とは別に倶

楽部全体活動についての年間方針が話し合われました。 

今年度は、各グループ間の理解や交流を深める活動を

積極的に行うことになり、グループ活動を紹介・勉強す

る「マメイモリの会」、全体活動を市民に紹介する「倶

楽部祭」などを開催する方針になりました。 

最近の観察会は写真のよう

に一ヶ所でしゃがんでじっ

くり観察します。ハハコグサ、

チチコグサ、チチコグサモド

キ､コメツブウマゴヤシと、

これもまた楽しいですよ｡ 
５/12「名東の日」イベントは盛況でした。 

今年も例年どおり名東土木事務所の協力を得て、自然

観察会を開催しました。すり鉢池端から棚田まで参加者

を案内しました。 

【予定】６月１６日（日）明徳池の水をきれいにする会 

 ６月２２日（土）観察会 9：30 

 ７月２７日（土）名東区自然散策会 10:00、 
 自 然 観 察 グ ル ー プ  

 ８月はお休みです。 

猪高緑地 自然観察会  

問合せ連絡先：堀田 守  電話 090-1279-5292  調査グループ 
【報告】４月１３日 自然観察会／参

加者２１名／ﾊﾗﾋﾞﾛﾄﾝﾎﾞ･ｵｹﾗ・ﾌｼﾞの

花･ｲﾎﾞﾀのﾂﾎﾞﾐ･ｸﾛｲﾄﾄﾝﾎﾞ等を観察 

問合せ連絡先：岩元 一男 電話 052-702-4421

３月～５月の定例鳥類調査の報告 

３月はオオタカ、４月はコマドリ、５月にはハチクマが

確認できました春から夏にかけて巣立ちビナが多く見ら

れます。地面に落ちて鳴いている場合もありますが、近

くにヒナを見守る親が必ずいるはずです。拾わないで速

やかにその場を離れるようお願いします。 

５月１２日／自然観察会(名東の日協

賛)／参加２１名／ハルゼミやヨタ

カの泣き声を数年ぶりに聞きました。 

６月８日／観察会／参加 10 名／井掘

下池の水位約半分。 ５月２５日の鳥類調査で、渡りをするチョウとして知

られるアサギマダラを確認することができました。 【予定】原則、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。 

トウキョウサンショウウオ保護の報告 

盗掘から守り、また親しんでもらうために上社小学校６

年生に預けていたトウキョウサンショウウオの卵が、先

生と子供達の努力で順調に生育しました。５月末に上陸
次回は 7/13、(８月はお休み)、

次々回は 9/15 です。 
ガマズミ 

巾会長 新任の抱負 

 会員の方には別途書面にて挨拶をお送 

りしたので簡単にさせていただきます。 

 最近、新聞の運勢欄に「たった一つの 

網の目では魚は捕れない。自分一人では 

何事もできず」という旨の言葉があり、会長になって一

番必要な事が凝縮されていると思いながら読みました。

 私のみならず、８つのグループ活動の参加者にとって

も、互いの理解と活動成果が共有されて初めて活動の意

義が生かされ、倶楽部の財産として次世代に引き継げる

と思います。今年度は役員、会員の皆さんと沢山の“網

の目”ができることを目標に活動していきます。

アカヘリサシガメ
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寸前の幼生を放流しました。一人一匹づつ自然の生息場

所へ帰した子供達は、涌き水の冷たさに驚いていました。 

今年は春の雨が少なかったようです。名古屋市内各地

の湿地でも水枯れの報告が相次いでいます。猪高緑地で

も２ヶ所のトウキョウサンショウウオの産卵地が干上が

り、大打撃が予想されます。 

 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 

【報告】「いだかの森ネイチャー研究会、春の活動は内

部研修として観察会や散策などで緑地の小道で渋滞した

場合、自然案内人として参加者にどんな対応ができるか

を考えました。また、ネイチャー研究会のメンバーが名

東の日のイベントに協賛し、5 月 11（土）は県営牧野ヶ

池緑地、5 月 12 日(日）猪高緑地でネイチャーゲーム体

験を行いました。」 

【予定】 

1、名東自然倶楽部勉強会「マメイモリの会」において、

活動しますので、興味のある方は倶楽部事務局までお問

い合わせください。 

2、めいとう環境展（8/8）、名東区役所講堂において、

名東区の緑地紹介やネイチャーゲーム体験を行います。 

 森づくりグループ 

問合せ連絡先：土方 惠夫  電話 052-703-2927

森の手入れをしました。 

 4 月以降も、塚ﾉ杁池北山周辺(枝垂桜や堤防周り)

の手入れを続けました。笹・ヒコ生え刈り、間伐、ゴ

ミ拾い、散策路の柵づくりなどです。すり鉢池周辺も、

名東の日行事に間に合うよう、セイタカアワダチソウ

等湿地部分の除草を行いました。 

月例柴刈り会の予定 

 毎月第 1 土曜日 ７/６(土)(マメイモリの会に合流)、8

月お休み、9/7(土)9:00～11:00 名東屋外プール前集合 

 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 

 4 月以降は４/13(土)、５/11(土)で月例会を行いま

した。また、5/29(水)は総合学習の小学生のために炭

焼き実演を行いました。 

7～９月の夏場は炭焼きをお休みします。 

秋は 10/12(土)から再開します。定例第２土曜日。 

 

 田んぼグループ 

問合せ連絡先：堀田 守  電話 090-1279-5292

４月１３日 田んぼ会議開催される。 

４月１３日には、暖かいせいか？マムシが畦に！

  
     マムシ        田んぼ会議 

５月 25･26 日をはさんでそれぞれの 13 グループが田

植えを完了しました。畦の草刈、田の草取り等これから

が大変です。井掘下池の水位が下がり、田んぼによって

はひび割れも出始めて心配です。あめあめふーれ！！ 

盗掘から守るために育てた幼生

上陸寸前（体長４㎝内外） 
干上がってしまた湿地 

 

 総合学習 

「オアシスの森」での田植え（先生から寄稿） 

 上社小学校５年生は今年度より総合的な学習の時間に

体験学習として、猪高緑地の棚田で田植えを行いました。 

 本格的な田植えは、教師も子ども達も初体験です。期

待半分、不安半分で迎えた当日は、天気も上々。加藤金

洋さん始め、日進市にお住まいの農家の方々や名東自然

倶楽部の方々、そして参観に訪れた保護者の皆さんのご

指導やご協力を得て、まずは田の草取り兼代かきから始

まりました。泥土に足を取られて、あちこちで歓声が上

がります。ところが、暫くすると泥んこの気持ちよさに

はまってしまい、田んぼの中を縦横に歩き回って土の感

触を楽しんでいました。 

 田に苗を植える体験

もでき、農家の人々の仕

事の大変さを実感し、秋

の収穫への期待もふく

らんでいます。学校へ帰

ってから感想を話し合

ったり、新聞づくりをし

たりしてまとめました。 
 田んぼファッション→

  

 

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

猪高のカブトムシ 

は竹も好き？→ 

れ

だ

参加者募集 

興味のある方はいず

かの活動にご参加く

さい。 
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