名東自然倶楽部 平成 30 年度（2018 年度） 活動予定
全体行事予定
予定日
４月１5 日(日)
4 月 17 日(火)
4 月 20 日(金)
4 月 24 日(火)
５月 06 日(日)

2018 年 0６月２0 日版
行事名
竹林管理体験会
昨年 11/3 参加者を対象
近隣住人の
竹林管理体験会
20 周年記念行事
いたかの森の楽集講座

概
要
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）
元気会、上社女性会
貴船学区自治会
極楽学区自治会
第一回 いたかの森の楽集講座の始まりでーす！
～講座の後には五感でお楽しみ（自由参加）～

5 月 12 日(土)

名東区民まつり
フェスタ 510

名東自然倶楽部の紹介をパネル展示、
竹クラフト教室（ガリガリトンボ）

５月２0 日(日)

名東自然倶楽部総会

H29 年度活動報告・決算、規約改定
H30 年度活動予定・予算等の審議を行います。

6 月 10 日(日)

20 周年記念行事
いたかの森の楽集講座
春の環境デーなごや
（名古屋市環境局）
20 周年記念行事
いたかの森の楽集講座
猪高の森で自然探検

第二回 いたかの森は虫たちのワンダーランド
～ 探そう初夏の虫たち ～
親子で身近な外来種を知って調べて考えよう
総合学習Ｇ・調査Ｇ
第三回 発見・ついせき！いたかの生き物
～ 主に哺乳類、爬虫類、両生類 ～
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）
環境局主催の講座運営に協力
猪高の水質調査 調査 G

６月 30 日(土)
7 月 16 日(月)
７月２2 日(日)

～水辺の生き物探検隊だ～

7 月 23 日(月)
8 月０４日(土)
８月０8 日(水)
8 月 26 日(日)
9 月 09 日(日)
９月 1５日
(土)
10 月 14 日(日)
10 月 27 日
(土)？
11 月０4 日(日)

なごや環境大学共育講座
サマースクール
（生物多様性センター）
名東エコフェスタ 2018
（名東区役所、名東保健所）
20 周年記念行事
いたかの森の楽集講座
20 周年記念行事
いたかの森の楽集講座
「環境デーなごや」参加
（名古屋市環境局）
20 周年記念行事
いたかの森の楽集講座
なごや生物多様性センタ
ーまつり
猪高緑地竹刈り体験会

名東自然倶楽部の紹介をパネル展示、竹クラフト教室、総
合学習活動報告。
第四回 いたかの森の今を知り未来を考えよう
～ 最初の一歩 ～
第五回 昔の猪高緑地 いたかの森の昔話
～ 上社中学生徒が活躍 ～
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）
第六回 いたかの森の大地の生い立ちを知ろう
名東自然倶楽部の紹介をパネル展示、竹クラフト教室
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１0 日(土)
１1 日(日)
11 月 18 日(日)
11 月 24 日(土)
12 月 16 日(日)

ふれあい生涯学習まつり
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
（名東生涯学習センター） ト教室
20 周年記念行事
第七回 いたかの森の植物たち
いたかの森の楽集講座
〜生物多様性からみた猪高の植物層～
コリンピック
笹舟競争 主催：名東土木事務所
20 周年記念行事
第八回 たけ タケ 竹
いたかの森の楽集講座
竹クラフトを通して竹の魅力を見直し、困った竹についても考えましょう

1 月 20 日(日)

20 周年記念行事
いたかの森の楽集講座

3 月 03 日(日)

20 周年記念行事
いたかの森の楽集講座

第九回
いたかの森の鳥たち
冬鳥を知り、楽しむためのコツが盛りだくさん
第十回 シンポジウム
「いたか緑地のこれから」

毎月第１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
9:00～12:00
不定期
倶楽部全体の有志活動
畑再開の為の活動
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）
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

※全体活動へのお問い合わせ
髙木和彦
ホームページ http://sizen.ciao.jp/

e-mail：k-takagi@zd6.so-net.ne.jp

各グループ活動予定
グループ名

里山保全
グループ
炭焼き
グループ
自然観察
グループ

田んぼ
グループ
総合学習
グループ

活動日程
具体的活動
毎週水曜
猪高緑地の雑木林の復元、竹林管理、植物保護
9:00～12:00
など ※詳しくはお問合せください。
毎月第２土曜
午後の活動は有志
6 月～９月 夏期休み
増えすぎた竹を伐採し竹炭を焼き有効利用します。
9:00～12:00
猪高緑地：毎月第４日曜 9:30～12:00 森の集会所集合

問合せ先
古川文子／

7 月（イベントの為）
、8 月、12 月はお休み
牧野ヶ池緑地：毎月第３土曜 9:30～12:00 公園管理事務所前
8 月、12 月はお休み
明徳公園：毎月第 4 土曜 9:30～12:00 明徳池 東岸 釣り場東屋に集合
8 月、12 月はお休み

090-5625-3884

052-703-0730

髙木和彦／
052-772-7685

巾

賢治／

巾

賢治／
090-5625-3884
布目

均／
052-771-0396

チームによって活動 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 木村光義 /
す。年間を通して田んぼ体験希望者を募集しています。 090-4217-3725
日が異なります。

※毎月活動。予定は右
へ問合せください。
竹クラフト ※予定は右記にお問
グループ
合せください
（不定期に開催）右記
調査
グループ に問合わせください

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。
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
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。

森川晴つみ／
090-4861-8860

清水紀昭／
090-4086-3991

井𡈽清司／
052-704-2577

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。

