
 
  

守山自然ふれあいスクール通信は、守山自然ふれあいスクールの趣旨に賛同・参加
していただいている、区内の自然環境保全団体の活動をご紹介する季刊誌です。 

発行：守山自然ふれあいスクール実行委員会   ※記事、写真の無断転載を禁じます。 

【問合】 守山自然ふれあいスクール実行委員会事務局（守山区役所まちづくり推進室） 

〒463-8510 名古屋市守山区小幡一丁目３番１号 

TEL：052-796-4524 FAX：052-796-4508  E-mail：a7964522@moriyama.city.nagoya.lg.jp 

水源の森と八竜湿地を守る会 
 

春は冬の寒い間じっとしていた生き物がいっせいに動き出します。 

何の変化もないように見えていた池の水の中ではカエルの卵からたくさんの 

おたまじゃくしがでてきます。殺風景だった雑木林では、ピンクのきれいなコバノミ 

ツバツツジの花が咲きあふれ、きれいな緑色の木の芽が吹き出るように開いてきます。湿地では自然の神秘

を感じるようなコバルトブルーのハルリンドウの花や純白のマメナシの花が開きます。まるで宝石箱のよう

なきれいな世界が目の前に広がります。 

夏は虫たちの天下。いろいろなチョウやハチ、セミ、そして子供たちの大好きなカブトムシ！森が一番賑

やかになる季節です。 

みなさんも都会に残された貴重な自然、八竜緑地を訪れてみませんか。 

●今後の活動予定 

＜定例自然観察会＞  

【日時】毎月第１日曜日 9:30～12:00【集合】守山環境事業所の前 

   ※自然観察会開催時は普段立ち入ることができない 

フェンス内湿地の観察を行います。 

 

春の八竜緑地・市民緑地 自然観察会 
  4 月 9 日(土)  10:00～ 

13:30～ 

  4 月 10 日(日) 10:00～ 

★ 連絡先 ★  

柴田美子 TEL:052-793-3209 

スタンプラリーに 

たくさんのご参加 

ありがとうございました 
２月５日（土）、小幡緑地本園にて野鳥

観察会を開催し、総勢約 80 人の方が参

加されました。双眼鏡の使い方を教わり

ながら、シジュウカラやカルガモなど、

39 種類の鳥を見ることができました。 

23 年度も開催する予定です。お楽しみに！

※詳しくは広報なごや、守山区役所ホームページで
ご確認ください。 

小幡緑地 野鳥観察会を開催しました 

 

＜22 年度記念品＞ 

全て 1 時間 30 分程度

 ※事前申込が必要です。詳細は

広報なごや３月号 12 ページを

ご確認ください。 

この冬は小幡緑地では右の写真のヤマシギや

ハクチョウなど、４種類の鳥を初めて観察でき

たそうです。また会えるといいですね。 



 
  守山自然ウォッチング 
 
●今後の活動予定 

自然観察会 毎月第４月曜日 

【集合】 

小幡緑地本園 緑ヶ池駐車場 

【日時】9:30～12:00 

４月２５日(月) 

５月２３日(月) 

６月２７日(月) 

７月 2５日(月) 

８月 2２日(月) 

９月 2６日(月) 

保険代と資料代として 100 円が 

必要です。 

矢田・庄内川をきれいにする会 
 

●昨年の活動報告 

①庄内川水系にアユ遡上 100 万匹大作戦 

 年 4 回のアユ遡上調査を実施、庄内川にアユの産卵場を造成しました。 

また、10 月 31 日に矢田川に簡易のヤナを設置しました。 

②庄内川まつり 第 36 回魚釣り大会(11 月 7 日) 

  160 人の参加がありました。 

③才井戸流の環境保全活動 

 ホタル観賞会を実施(６月 6 日)、草刈り、水質検査、環境保全に取り組みました。 

④矢田川環境マップを作製 

 矢田川をウォーキングし、環境マップを作製しました(マップを配布中)。 

●今後の活動予定 

①庄内川水系にアユ遡上 100 万匹大作戦(アユ遡上調査、用水堰魚道の改善、産卵場造成、アユヤナ設置) 

②庄内川まつり 第 37 回魚釣り大会、③才井戸流の環境保全活動 

●今季の見どころ紹介 

 アユの産卵場の造成(庄内川)およびアユヤナ設置(矢田川)にぜひご参加ください。また、才井戸流では名古

屋国際学園、(株)愛研と環境保全の活動を実施します。 

★ 連絡先 ★ 

宮田照由 守山区川西一丁目 1304 番地 TEL:052-794-3876 

E-mail:cs6ibbvr@na.commufa.jp 
ホームページ：http://www10.atpages.jp/kireinisurukai/hara1.html 

http://blog.canpan.info/kireinisurukai 



 
  

三菱電機名古屋製作所 里山保全活動 
 

●最近の活動報告 

11 月 20 日(土)に東谷山で、｢親子で楽しむ自然観察会 in 東谷山｣と題した６回目の親子参加型イベント

を開催しました。小春日和の中、紅葉（黄葉）した葉や木の実を拾って歩きました。工作教室では秋らしく、

ドングリに「トトロ」の絵を書いたり、ヒノキのプレートの上に拾った木の実や木の葉を使って顔を作った

りして遊びました。 

 

守山リス研究会 
 

●最近の活動報告 

東谷山に生息する野生のニホンリスやムササビを守るために、フィールドの定期 

調査や、森林公園ゴルフ場、森林公園を含む巨大な緑の回廊をつくっています。 

今までに「リス横断注意」の道路標識を設置、名古屋市と相談し道路拡幅工事に 

備えた側溝とトンネルネットワーク、リスの橋などの設置が決定されました。また、 

ゴルフ場にアカマツ 600 本などを植樹、巣箱作成と設置、東谷山森林内に設置し 

た自動撮影装置による野生動物の定点観測を行っています。アライグマやイノシシについては、回覧板を使

って、東谷山周辺の自治会経由で注意情報を地元に流し、今後の対応と情報共有をお願いしています。また

農家、住民と一緒にアライグマの捕獲活動をしています。  

昨年は、5 月「都市と生物多様性 URBIO2010」でポスター発表とエクスカーション、7 月「自然保護

協会 市民東京報告会」で発表、10 月の COP10 市民会場で展示、ポスター・フォーラム発表をしました。

●今後の活動予定(事前申込が必要です。詳細は下記連絡先まで。) 

【定例活動日】毎週土曜日 9:30～14:00(昼食要） 

【場所】東谷山【会費】200 円/一人 1 回 

【内容】湧水・給餌・デンドロ等の計測、自動カメラによるリス・カモ 

シカ、キツネ、ノウサギ、イノシシ等の調査、アライグマ対策 

★ 連絡先 ★ 

今井正巳 TEL: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 

★ 連絡先 ★ 
北山 TEL: 090-9191-0087   
E-mail:risuken@kzc.biglobe.ne.jp

発信機付きのリス

＜毎月の活動予定＞ 

第１土曜日 森林公園、東谷山定期調査  

第２土曜日 東谷山定期調査、参道補修 

第３土曜日 東谷山-なごや環境大学共育講座リス捕獲＋セミナー(☆) 

第４土曜日 東谷山定期調査＋カシノナガキクイムシ対策  

第５土曜日 東谷山定期調査＋給餌台作成 

(☆)リスを捕獲し、体重測定、オスメス判定、発信機装着、放獣などを公開します。 

●今後の活動予定 

社員や家族を対象に次回は８月に計画しています。季節感あふれる

自然との共生を体験して、環境に対する意識を高めていきます。 



≪守山自然ふれあいスクール実行委員会≫ 
愛知守山自然の会、雨池ホタルの会、小幡緑地ホタルの会、志段味の自然と歴史に親しむ会、 

シダレザクラとホタルの愛好会、水源の森と八竜湿地を守る会、守山リス研究会、 

矢田・庄内川をきれいにする会、守山自然ウォッチング、小幡緑地愛鳥会、 

三菱電機株式会社 名古屋製作所、守山土木事務所、守山生涯学習センター、守山区役所 

 

春の森遊び 
【日時】４月 23 日(土) ９:30～12:00(雨天決行) 

※雨天時は工作をします 

【場所】小幡緑地“どんぐりころころの森” 

【集合】小幡緑地本園 トンボの時計台 

（９:30 集合、時間厳守） 

【対象】名古屋市内および近郊に在住の親子 30 名 

【講師】花井幸久、廣間襟子（どんぐりころころグループ）

【服装】 

長そで、長ズボン、帽子、はきなれた運動靴 

【持ち物】軍手、飲み物、雨具(雨が降りそうな場合) 

【申込】 

４月１９日(火)までに、FAX またはｅ-メールで 

【申込・問合】 

どんぐりころころグループ 大澤淳二 

TEL･FAX:052-791-5580 

E-Mail:junji.os@aurora.ocn.ne.jp 

★このシリーズは７月 23 日(土)にもおこなう予定

です。つづいての参加をお待ちしています。 

愛知守山自然の会 
 

●今後の活動予定  

小幡緑地自然観察会 毎月第２土曜日 

【集合】小幡緑地本園トンボの時計台 

【日時】10:00～12:00 

４月 ９日(土) 守山区が誇る花・マメナシの観察 

５月 14 日(土) 新緑に咲く白い花を探そう 

６月 11 日(土) 湿地の植物と水辺の生き物・トンボ・ヤゴ 

７月 9 日(土) 東海丘陵要素植物と湿地の生き物 

８月 13 日(土）夏休み親子水辺の観察教室 

９月 10 日(土）赤とんぼと秋の七草 
(保険代・資料代として 100 円が必要です) 

★ 連絡先 ★ 

石原則
の り

義
よ し

 TEL･FAX:052-711-3087 

（19:00～21:00 でお願いします） 

E-mail：noriyoshibob@yahoo.co.jp 

 ※テーマは、変更する

場合があります。 

区内の自然関連イベントのお知らせ 

小幡緑地マメナシ観察会 
【日時】４月 10 日(日) ９:30～12:00 頃まで 

（受付９:00～） 

【集合】 

ゆとりーとライン「小幡緑地駅」下の広場 

【対象】一般の方 ※初めての方、大歓迎 

【参加方法】当日自由参加 

【料金】無料 

【服装・持ち物】動きやすい服装、緑地の中を 

歩ける靴、水筒など 

【講師】名古屋市水辺研究会の方々 

【その他】参加記念品あり 

※傷害保険の設定はありません。 

必要な方は各自でご加入ください 

【問合】 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 

TEL:052-758-5620 

事前申込必要・無料 

アカスジカメムシ （カメムシ科） ギンヤンマ (ヤンマ科) 

マメナシ (バラ科) 


