
全体行事予定 

予定日 行事名 概  要 

3 月 31 日(火) 

～4 月 12 日 

竹クラフト展示 

中止 

東山植物園の植物会館 

４月 12 日(日) 

中止 

竹林管理体験会 

昨年 11/3 参加者対象 

竹林の整理・タケノコ間引き整理  名東土木事

務所、みどりの協会と共催（里山保全 G、他） 

4 月 13 日(月)  

4 月 16 日(木) 

4 月 20 日(月) 

近隣住人の 

竹林管理体験会 

中止 

上社げんき会 、上社女性会 

貴船学区自治会 

極楽学区自治会 

5 月 9 日(土) 名東区民まつり 

フェスタ 510 中止 

名東自然倶楽部の紹介をパネル展示、 

竹クラフト教室（竹クラフト G） 

５月 16 日(土) 

中止 

春の環境デーなごや 

（名古屋市環境局） 

田植え 田んぼ G 

 

５月 24 日(日) 

14:00～ 

名東自然倶楽部総会 

 

2019 年度活動報告・決算 

2020 年度活動予定・予算等の審議を行います。 

6 月 6 日(土) 

～10月3日(土) 

なごや環境大学「池干しで

守る猪高緑地の生態系」

（池干し実行委員会） 

毎月第一土曜日 10:00～12:00 ５回 

７月 19 日(日) 

 

いたかの森自然体験会 

水辺の生き物探検隊だ 

夏！発見＆探検。猪高緑地内の池で水辺の生き物

調査を体験。 （名東土木・みどりの協会共催） 

8 月 ？日(土) サマースクール 

（生物多様性センター） 

猪高の水質調査？ 調査 G 

8 月 ７日(金) エコフェスタ名東 2020 

（名東区役所） 

名東自然倶楽部の紹介をパネル展示、竹クラフト

教室（竹クラフト G）、外来種を考える（総合学

習 G） 

9 月 19 日(土) 「環境デーなごや」参加 

（名古屋市環境局） 

名東自然倶楽部の紹介をパネル展示、竹クラフト教室 

(栄)   （竹クラフト G・他） 

11 月 7 日(土)

～ 8 日(日) 

ふれあい生涯学習まつり

（名東生涯学習センター） 

名東自然倶楽部の紹介をパネル展示。  竹クラフトの

玩具で遊ぶ、竹クラフト教室、シュロのバッタ作成 

11 月 3 日(火 

祝) 

猪高緑地竹刈り体験会 

 

緑地保全活動の体験を通じて、緑地の大切さを伝

えます。 名東土木事務所、みどりの協会と共催

（里山保全 G、炭焼き G、他） 

11月21日（土） 

予備11月23日

（月 祝） 

すり鉢池 池干し 

（池干し実行委委員会） 

池干しで守る猪高緑地 すり鉢池の生態系 

1 月 13 日（月、

祝） 

カブトムシのお宿の保全 

（名東生涯学習センター） 

カブトムシの幼虫の観察。カブトムシのお宿の保全（里

山保全 G）。 

1 月 30 日（土） なごや森づくり講座 

（緑政土木局） 

竹の炭焼きを体験しよう 炭焼き G 

毎月第１土曜日 

9:00～12:00 

（6月～11月は

第 2 土曜日） 

倶楽部全体活動 名東自然倶楽部全体活動として 
猪高緑地の整備を行う 

定例会議 ・倶楽部役員会議（毎月第 3 金曜 13 時 30～）森の集会所（会員はオブザーバー参加可） 

・緑地連絡会議(毎月第 3 火曜 14 時 00～)名東土木事務所との連絡協議（名東土木事務所会議

室） 
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他の活動団体との交流や協力活動も行います。なごや森づくりパートナーシップ連絡会・なごや

生物多様性保全活動協議会、名古屋市社会福祉協議会、など 

 

各グループ活動予定 

グループ名 活動日程 具体的活動 問合せ先 

里山保全 

グループ 

毎週水曜 

9:00～12:00 

猪高緑地の雑木林の復元、竹林

管理、植物保護など 

古川 

  090-2618-３628 

炭焼き  グ

ループ 

毎月第２土曜 

9:00～12:00 
6 月～９月休み 

午後の活動は有志   

増えすぎた竹を伐採し竹炭を

焼き有効利用します。 

髙木 

k-takagi@zd6.so-net.ne.jp 

 

自然観察 

グループ 

開催時間 

9:30～12:00 

 

8 月、12 月は 

お休み 

牧野ヶ池緑地 ：毎月第３土曜  

集合；公園管理事務所前 

巾／ 

090-5625-3884 

明徳公園   ：毎月第４土曜  

集合；明徳池東岸 釣り場東屋 

布目／ 

052-771-0396 

猪高緑地   ：毎月第４日曜  

集合；森の集会所 

巾／ 

090-5625-3884 

田んぼ 

グループ 

チームによっ

て活動日が異

なります。 

田んぼ耕作チームが棚田の維

持管理の活動を行っています。

年間を通して田んぼ体験希望

者を募集しています。 

木村/ 090-4217-3725 

kimuram344@ybb.ne.jp 

総合学習 

グループ 

※毎月活動。予

定は右へ問合

せください。 

上社小、極楽小、貴船小、梅森

坂小、上社中、他の総合学習の

サポート活動。各学校及び 3 緑

地にて。 

森川／ 

090-4861-8860 

meitousizen.fl.morikawa@g

mail.com 

竹クラフト 

グループ 

※予定は右記

にお問合せく

ださい 

竹とんぼや竹玩具をつくって

います。 

主に猪高の森の「森の集会所」 

9:00～15:00 

河村／ 

090-4256-5953 

調査 

グループ 

（不定期に開

催）右記に問合

わせください 

豊かな自然を後世に引き継ぐ活動

に活かす為、猪高緑地の生き物、

水の調査を行います。 

井𡈽／ 

052-704-2577 

i.k130611@mediacat.ne.jp 

畑グループ 毎週火・金曜日 

9:00～12:00 

里山景観を残しつつ、有機・無農

薬の野菜作りを学びます 

白石/ 

shi-uoko7968@docomo.ne.jp 

名東自然倶楽部は、名古屋市と「緑のパートナー」協定を結び、 

猪高緑地の自然保護と森の保全活動を続けている市民団体です。 


