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マメタンオリジナルタオルをプレゼント！
２団体以上の活動に参加され、活動に参加するごとにもらえるスタンプを５個集められた方に、先着

２００
名様

守山区役所３Ｆ地域力推進室または
団体イベント参加時にご持参ください。
（平成30年５月～平成31年５月 随時受付）

記念品
引換方法

スタンプ用紙

なまえ

※イベントに参加する際には
　忘れずにお持ちください。

がんばるぞ！

1

まだまだ…

2

おり返し♪

3

あと一歩！

4

やったね！

期間中何度でも
参加できます。

5

主催団体の
活動紹介

活動の詳細は各団体へお問い合わせください。
各団体の問い合わせ先は個人の自宅などです。

お問い合わせの際はご注意ください。

愛知守山自然の会1

雨天決行

当日自由
参加

第２土曜日10：00～11：45　観察会
小幡緑地本園トンボの時計前に９：45集合
［参加費］100円/人（保険料･資料代）

活動
方針･内容

問 合

年会費

スタンプ
ラリー
対象事業

【主な活動場所･内容】小幡緑地本園
第２水曜日、第４日曜日10：00～12：00
せせらぎ湿地・マメナシ保全
　　　　2,000円

より良い自然環境の保全と保護を目的に①一般参加者向け自然観察会の実
施②せせらぎ湿地の保全・保護③マメナシなどの希少生物の保全④会員研修
や各種イベントへの参加など、楽しみながら活動をしているボランティア団体で
す。“地域の宝”であるマメナシや湿地を次世代に残す活動に参加しませんか。
☎＆FAX 052-711-3087
　 norimameobata@yahoo.co.jp　石原 則義

竜巻池を美しくする会2
【主な活動場所･内容】小幡緑地本園竜巻池池畔
第１水曜日（5・８月を除く）９：30～11：30
湿地保全　竜巻池東池畔に集合　［参加費］無料

活動
方針･内容

問 合

年会費 無料
竜巻池池畔の湿地は、東部丘陵地域に位置しま
す。池畔には絶滅危惧種のマメナシをはじめ、希少
種であるホザキノミミカキグサなど多くの食虫植物が
生息しています。湿地はほかっておくと乾燥がすす
み、森になってしまいます。次世代により豊かな自然
環境を残すために、湿地の保全活動をしています。
☎＆FAX 052-794-2087　新井 恒雄

スタンプ
ラリー
対象事業

スタンプ
ラリー
対象事業

スタンプ
ラリー
対象事業

水源の森と八竜湿地を守る会5

雨天決行

当日自由
参加

小幡緑地ホタルの会10

活動
方針･内容

問 合

年会費

【主な活動場所･内容】
小幡緑地本園 ホタルの里
第４土曜日10：00～12：00　ゲンジボタル保護活動
　　　　1,200円

私たちは、小幡緑地の白沢川周辺をホタルが舞う美しい環境を維持するた
めに護岸の保全･保護活動をしています。人とホタル、都市と自然とが共存
できる環境を目指すには、地域の皆さんの協力が必要です。ホタルにも人に
もやさしいまち｢ほたるのふるさとづくり｣につながる活動を一緒にしませんか。
☎052-793-1306　高田 則男

６月２日（土）19：00～21：30　小幡緑地ホタル観賞会
小幡緑地本園 ホタルの里に集合
［参加費］無料

スタンプ
ラリー
対象事業 当日自由

参加

第１日曜日９：30～12：00　自然観察会
守山環境事業所前に集合（９：15～受付）　［参加費］無料

活動
方針･内容

問 合

年会費

【主な活動場所･内容】
八竜緑地　第３月曜日、最終土曜日、毎週木曜日９：30～12：00　湿地保全
　　　　1,000円

八竜緑地の自然に触れ、学び、守り、育て、次の
世代に引き継いでいくことを目的に活動していま
す。活動に賛同してくれる人を募集しています。
☎＆FAX 052-791-1882　田京 弘一

守山リス研究会6

雨天決行４～９・11～3月 第２～４土曜日９：30～14：00　
10月 第１～４土曜日９：30～14：00　野生生物保全活動など
東谷山南麓燈篭前に集合（返信メールに地図・持ち物添付）
お弁当･水筒持参
［申込］３日前までにメールで事前予約　［参加費］500円/家族

活動
方針･内容

問 合

年会費

定期調査や保全活動をする中で、環境教育をするという1990年からの方
針を維持してきています。その中から季節や状況に応じた多数のプログラム
に、親子･一般、学生さんと一緒に活動します。そのため、参加者は、調査者
インターンであり、ボランティア支援者であり、学習者となります。
☎＆FAX 052-795-2616 　　risuken@kzc.biglobe.ne.jp　北山 克己

【主な活動場所･内容】
東谷山、森林公園、森林公園ゴルフ場
毎週土曜日９：30～14：00　定期調査、リス捕獲調査など
　　　　3,000円

スタンプ
ラリー
対象事業

スタンプ
ラリー
対象事業

守山自然ウォッチング3

雨天決行

当日自由
参加

【主な活動場所･内容】
小幡緑地　第４月曜日９：30～12：00　自然観察会
小幡緑地本園緑ヶ池駐車場に９：15集合
［参加費］100円/人（保険料･資料代）

活動
方針･内容

問 合

年会費 無料
活動主旨は｢自然観察から始まる自然保護｣。少しでも多くの人に、言葉や
理屈だけでなく、五感を通じて自然を好きになってもらおうと、全国各地で私
たちの仲間が自然観察会の輪を広げています。身近な自然の素晴らしさを
毎回楽しんでいます。
☎090-6805-2083　高谷 昌志

小幡緑地愛鳥会4

雨天中止

当日自由
参加

【主な活動場所･内容】
小幡緑地　10～３月の第３火曜日９：30～12：00　探鳥会
小幡緑地本園トンボの時計前に集合（９：00～受付）
［参加費］100円/人

活動
方針･内容

問 合

無料
小幡の森は大変自然が豊かで、鳥たちにとって
も貴重なフィールドです。四季折々いろいろな野
鳥が来ます。この鳥たちを見て楽しんでもらおう
と冬季を中心に探鳥会を実施しています。初心
者の方歓迎します。お気軽にご参加ください。 
☎052-795-3301　松本 保

スタンプ
ラリー
対象事業

年会費

志段味の自然と歴史に親しむ会7

①初夏の田んぼで遊ぼう会
　（田んぼの生き物観察、田植え体験、どろんこ遊び）
　６月23日（土）14：00～　タオル、着替え持参
②初秋の田んぼで遊ぼう会（田んぼの生き物観察、かかし作り）
　８月25日（土）14：00～　子どもの古着、古帽子など持参
③クリスマスリース＆正月飾り作り
　12月８日（土）13：30～
　汚れてもよい服装（ウール、フリース、スカートは不可）
いずれも、野田農場（守山区中志段味沢田777）に集合
※ゆとりーとライン｢寺林｣下車

［申込］FAXにて事前予約　［参加費］500円（保険料･材料費など）

活動
方針･内容

問 合

年会費

（名古屋志段味の里地を残す会）

【主な活動場所･内容】志段味地区
年２回以上｢志段味の自然と歴史を訪ねて｣（会誌）を発行、
歴史講演会の開催、ホームページ･｢はがき通信｣などの発信
　　　　2,000円

志段味地区に残された自然や歴史的、文化的遺産が生かされる｢まちづくり｣
を目指して活動してきました。才井戸流を中心に湧水、河川、湿地、溜池、東
谷山や丘陵地などの自然環境、古墳や遺跡などの歴史的遺産、民具や民俗
的遺産に由来するものに注目して、調査･観察･見学を行っています。
☎＆FAX 052-736-3205、090-8073-6476　野田 輝己

スタンプ
ラリー
対象事業

矢田･庄内川をきれいにする会8

①矢田川で魚を捕ろう
　５月27日（日）９：30～　矢田川 小原橋右岸に集合
②庄内川天然アユ友釣り大会
　９月上旬予定　庄内川 新東谷橋右岸下流に集合
　［参加費］下記までお問い合わせください
③身近な水辺再生と川の健康診断
　10月28日（日）9：30～　矢田川 小原橋右岸に集合
④庄内川まつり　第44回魚釣り大会
　11月４日（日）７：00～　庄内川 水分橋左岸下流に集合
　［参加費］300円/人または釣り大会バッジ持参
⑤志段味ビオトープで遊ぼう
　（土岐川･庄内川流域ネットワーク主催）
　８月26日（日）、３月3日（日）９：30～
　竹細工体験･ボートや餅つきなど季節の行事
　志段味ビオトープに集合　［参加費］200円/人
※①③の参加費は、いずれも無料

活動
方針･内容

問 合

年会費

【主な活動場所･内容】
庄内川、矢田川
庄内川アユ遡上調査、矢田川魚道調査　総会（４月）、役員会（不定期） 
　　　　無料

庄内川水系を汚すすべての汚染源に対し、きれいで快適な環境をとり戻し、
次世代に引きつぐことを目的とします。そのために庄内川水系において水質
をはじめとする環境改善に向けた取組み、生物調査、環境教育などの活動
を実施します。
☎052-794-3876、FAX 052-796-2344
　 yadashounai@gmail.com　宮田 照由

金城学院大学9

12月1日（土）9：30～16：30　里山で炭焼き体験をしよう
12月8日（土）10：00～15：30　里山でクリスマスリースを作ろう
金城学院大学構内に集合
［申　込］詳細は、10月頃大学ウェブサイトに掲載
［参加費］無料

活動
方針･内容

問 合

雨天決行

雨天決行

金城学院大学キャンパス全体を里山化するという構想にもとづいて、学生･
教職員が一体となって、自然林の保全･管理、モウソウチクの除去、竹炭作
成などの活動を行っています。市民講座の開催などを通じて、この自然を地
域の皆さまにも親しんでいただけるようにしたいと考えています。 
☎052-798-0180
　yoshidak@kinjo-u.ac.jp　金城学院大学薬学部　吉田 耕治 

【主な活動場所】
金城学院大学キャンパス内

スタンプ
ラリー
対象事業

雨池ホタルの会11

活動
方針･内容

問 合

年会費

【主な活動場所･内容】
雨池公園
第１金曜日20：00～21：00　防犯パトロール
第２･４土曜日10：00～12：00　雨池清掃

500円
雨池公園に小鳥、昆虫、魚が棲み、ヒメボタルが乱舞する環境を守り、青少
年を健全に育成することを目的として運営されています。自然がいっぱいあ
る｢雨池｣で、子ども達が健やかに育ち、みんなで楽しい生活が築けるように
活動しています。
☎052-798-3477　　 rei-hirose@gaea.ocn.ne.jp　広瀬 正保

活動
方針･内容

問 合

年会費 無料
蛭池に生息するマメナシの木が健全に成長し、次世代の木が育つ環境を
作ることを目的にしています。目的達成に向け、名古屋市及び守山区の公
共機関、近隣の関係諸団体、地元の方 と々の情報交換や協力を基に保全
活動を行っています。
☎052-798-2103　　 ds98g3c5@gctv.ne.jp　福岡 潔

東谷山湿地群保全の会12

活動
方針･内容

問 合

年会費

【主な活動場所･内容】
東谷山（県有林）　第１土曜日、第３水曜日9：30～12：00
湿地保全･情報交換会
シデコブシやシラタマホシクサなどを保全するための草刈り、除伐･間伐など

500円
愛知県との｢利活用協定｣に基づき、｢東谷山
湿地群の保全活動｣に取り組んでいます。湿
地保全活動や湿地情報交換などを通じて、湿
地生態系の劣化を抑制し貴重な湿地生態系
の保全を図るために活動を行っています。
☎052-712-2222、FAX 052-721-5398
三菱電機株式会社名古屋製作所 総務部総務課　浜島 康昌

蛭池のマメナシを守る会14
【主な活動場所･内容】
蛭池　第１火曜日、第３土曜日９：30～11：30（９：15集合）
マメナシの保全活動と草刈り、清掃作業

三菱電機株式会社
名古屋製作所 中部支社13

活動
方針･内容

問 合

【主な活動場所･内容】
東谷山（県有林）　第３土曜日
環 境 美 化：ゴミ拾いや草刈り･笹刈り活動など
人工林整備：保水機能を持った里山の育成活動
　　　　　　 （倒木･枯れ木の整備、除伐･間伐など）
自然体験学習：自然と共生を体験し、環境に対する意識を高めるための学習活動
　　　　　　 （動植物や昆虫の観察など）

三菱電機の社会貢献活動の一環として、愛知県との｢企業の森づくり協定｣
に基づき、｢里山保全活動｣に取り組んでいます。環境美化、人工林整備、
自然体験学習などを通じて、自然と共生する大切さ･楽しさを知るとともに、
環境や社会に対する理解を高める活動を行っています。
☎052-712-2222、FAX 052-721-5398　総務部総務課　浜島 康昌

当日自由
参加

雨天中止

一部雨天
中止

当日自由
参加

雨天中止


