
 
 
 
 
 
 

 

東山の森に降る雨  
                          なごや東山の森づくりの会 役員 

                               会計 兼 連絡幹事 鬼頭 保 
  
なごや東山の森づくりの会は、発足以来３年目を迎えました。ここ一年を振返るに、１８０余名の

会員の方々、行政、関係諸団体の多大なご協力による定例森づくりや里山学校、他団体のフィールド

訪問など様々な活動の場面において、「なごや東山の森づくり基本構想」が具体化しつつあることを

強く感じられます。昨年１０月に開館した東山の森づくり活動拠点施設「里山の家」もその一つです。

「里山の家」の利活用によって、会員相互、諸団体との交流も益々深まってきました。また森の大切

さを次世代に伝えることを目的とした「子ども東山の森づくり隊」が動き始めたことや、いくつかの

テーマ別活動が立ち上がろうとしていることはうれしいことです。 

 今、東山の森も梅雨の様相です。その年の里山（森）の 

恵みの良し悪しは、梅雨時の雨の強弱、雨量や日照時間に 

よって左右されるとも言われる大切な季節です。 

 さて、東山の森に降った雨はどこに流れるのでしょう。 
平和公園北部から打越にかけては、香流川と山崎川。打越 

から植田山にかけては、山崎川と植田川に流れる分水嶺があ 

ります。 

平和公園北部の雨の多くは猫ケ洞池に溜まり、打越から 

の雨は新池に。動植物園一帯の一部の雨は東山上池（ボー 

ト池）に溜まり動物園正門から入って直ぐの小さな池（か 

つての大薮池）に流れます。 

猫ケ洞池と新池、大薮池からの流れは本山交差点付近で合流し、山崎川本流となります。                   

 雨量がこれらの池の許容量を越えたときは、東山上池の水は

新池に。新池の許容量を越えた水は猫ケ洞池へ流れ、さらに猫

ケ洞池の許容量を越えると猫ケ洞池北側に設けられたベルマ

ウスから香流川へ流れるように太い排水路が設けられていま

す。また、概ね１０年に１回の大雨に備えて、通称、東山レイ

ントンネルと言われる貯留容量９,０００立方メートル（象１

頭５トン×１,８００頭分ぐらい）の雨水調整池が東山公園交

差点南東角にあります。 

 今では千種区の平均年間降水量１,５５０ｍｍの「流れ」の

大部分が暗渠となり目にふれることはできません。また東山の

森の、中、北部では、猫ケ洞池、新池、東山上池以外大きなた

め池もなくなりました。 

 かつての東山の森の中、北部は、猫ケ洞池を水源として 

千種区、昭和区、瑞穂区など広範な地域の水田を養い、「里 

山」としても深く人との関わりをもった大切な森でした。 

近年、市街化とともにその役割を終え、公園化による水 

系の変化や保水能力の低下が、森の生態環境をも大きく変 

化させてきました。 

この時期、東山の森に降る雨が、ほとんど人や自然との 

関わりを無くして直接流れ出ていくことに寂しくまた悲し 

く感じる季節でもあります。 
 

協働： なごや東山の森づくりの会  名古屋市  （財）名古屋市みどりの協会  
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 活 動 報 告  2006 年 １月 ～ ６月 
 
定 例 会                                       
 
１月８日（日）１０：００～１４：３０  天候：晴れ 
 場 所：東山公園南部 天白渓湿地 
 参加者：１７名（内、子ども３名） 里山学校受講生：１６名 
 内 容：里山学校との併催で水の流れを湿地全体に誘導する 

    ための整地と湿地周辺の倒木整理。 
 
２月５日（日）１０：００～１５：００  天候：晴れ（明け方まで雪） 

 場 所：平和公園南部 ハンノキ湿地周辺 
 参加者：３１名（内、子ども１名） 

 内 容：湿地下のもとは畑や雑木林であったところへ侵入して 

    いる竹の除伐と除草など。雑木林再生のための作業。 
 
３月５日（日）１０：００～１４：３０  天候：快晴 

 場 所：東山公園南部 天白渓湿地 
 参加者：２５名   

 内 容：前回（１／８）の活動で整備した湿地上流 

部の更に上部の笹刈と混み合っている樹 

木の間伐、除伐を実施。 

森の中で新たな発見がありました。  

エンシュウムヨウラン（ラン科ムヨウラン属） 
 
４月２日（日）１０：００～１３：１５  天候：雨 

 場 所：平和公園南部 つどいの丘（仮称）   参加者：２０名 

 内 容：建築廃材のガレキの山であったところに繁茂した雑草の 

    除去と竹の除伐。 将来、つどいの丘として市民が集い、 

    交流し、里山体験のできる場としていく。 
 
５月７日（日）１０：００～１２：００  天候：雨 

 場 所：東山公園南部 藤巻町地内名古屋高速道非常口下 
 参加者：１２名  朝からの激しい雨で参加者少い 
 内 容：名古屋高速道のトンネル工事で更地にされた部分で 

    雑木林再生のために植樹された苗木の生育環境の整備。 
 
６月４日（日）１０：００～１２：２０  天候：曇 

 場 所：平和公園南部 つどいの丘（仮称） 

 参加者：３４名（内、子ども５名） 

 内 容：つどいの丘（仮称）でのシンジュの除伐など景観整備と 

    返還耕作地（Ａ地区）でのヒマワリの植栽など。 
 
子ども東山の森づくり隊                  
 
☆プレイベント：名古屋市のＮＰＯ提案公募型協働事業として 

２月１１日（土）１０：００～１４：００  天候：晴れ 

 場 所：平和公園南部  「冬の東山の森にいってみよう！！」 

 参加者：５６名（小学４～６年生）   スタッフ：２６名 
 
☆立ち上げイベント：なごや環境大学共育講座として 

５月２０日（土） １０：００～１４：００  天候：晴れ 

 場 所：平和公園北部・南部  「東山の森の冒険ハイキング」 

 参加者：８９名（内、付添大人３２名） スタッフ：２３名 

   予想をはるかに超えた応募が有り、うれしい悲鳴でした。 
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平成１８年度総会                                     
 
５月２７日（土）１８：３０～２０：４５  なごやＮＰＯセンター第１研修室 

 ○開会挨拶（滝川代表他）、なごや東山の森づくり憲章の確認朗読。 

 ○確定会員数 １３０名 ・出席 ３７名 ・委任状提出 ７２名 計１０９名 

   会則第９条の会員の３分の１以上の規定を満たして総会成立。 

 ○議長選出などが行われ、議案審議・承認採決。 

 ○緑のまちづくり条例に基づく「緑のパートナー」としての活動 

承認団体として当会が承認されたことの報告があった。 

 ○２００人前後になる登録会員にもっと積極的に森と関わって欲 

   しいとの願いをもって、部活動、班活動を立ち上げようとの 

   呼びかけがなされた。既に実績をもっているハンノキくらぶ 

   の中村さん、子ども東山の森づくり隊の田畑さんから活動状 

   況の報告とスタッフ募集の呼びかけがあった。 

 ○自由討議「なごや東山の森づくりの未来を語ろう」で意見交換。 

 ○終了後、有志による懇親会がありました。 
 
その他の活動                                     
 
☆里山の暮らし体験 「クズ餅づくり」 

 ２月１２日、１９日、３月４日の３回で クズの根掘り～粉砕と搾 

り～さらしと沈殿～クズ餅づくり きな粉を挽き、まぶして食べる。 
 
☆体験！体感！東山の森 千種生涯学習センター主催講座 

 ５月２７日（土） １０：００～１３：００  場所：平和公園南部  

   参加者：１６名（内、子ども７名） 

   トウチク林で竹林の手入れ体験と竹クッキング 
 
☆環境デーなごや２００６「初夏の東山の森にふれよう！」 

 ６月３日（土） １０：００～１５：００  場所：平和公園南部  

   参加者：１８名（内、子ども９名） 

    竹林の整備体験と竹馬づくり、竹とんぼ、ドングリや小枝のクラフト 
 
☆「都市の環境とまちづくり展」なごや都市センター３/７～５/１４ 

    パネル展示で「なごや東山の森づくりの会」の活動の模様をＰＲ。 
 
☆里山の家 開館 毎週日曜日 １０：００～１６：００（原則） 

    会員の当番制で開設、公園利用者の訪問を受け好評を得ています。 
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なごや東山の森づくり憲章 

 私たち市民は、なごや東山の森づくりを通して共生型社会の実現を 

めざします。東山の森は、人々に潤いを与え、生き物たちに豊かな 

生育環境をもたらしています。東山の森は、人と自然の生命
い の ち

輝く森です。 

 私たちは、協働して森を守り育て、森と関わり、森づくりを生かし、次世 

代に森の大切さと素晴らしさを伝えることを目的としてここに憲章を定めます。 
 

  一、私たちは、東山の森の豊かな自然とともにあることを大切にします。 

一、私たちは、森づくりを通して生活の知恵や技術を生  

一、私たちは、協働して豊かな森づくりを進めます。 

 



 森の表情                                       

  ＜八重桜さん、こんにちわ！＞            ハンノキくらぶ 代表  中村 民子 

 「竹藪を竹林に変えて、奥の桜を元気にしたい」と始まった竹林整備。 

丸２年たち、見違えるように涼しげな直立のトウチク林ができつつある。

手入れされた竹林の清々しさは言うに言われないもので竹の精を見る人

の気持ちがわかる気がする。 奥の桜はたしかに去年より花の量が増えた

と思う。そして４月の竹伐で見えてきた

のがこの八重桜。 竹の高さを越えたと

ころから花がびっしり付いている。真っ

暗な竹藪の陰でひっそり生きてきた八

重桜に思わず挨拶をした。 そういえば

初めて荒れた竹藪を見たとき「秘密の花

園」のようだと思い、本を何十年ぶりに読み返したりもしている。  

 森には夢がいっぱい詰まってる！ と思うだけで楽しい。 
 
運営委員会                                      

日 時：毎月第３木曜日 １８：３０～２０：５５  場 所：千種スポーツセンター第一会議室 
 会議参加者：役員、運営委員、名古屋市、（財）名古屋市みどりの協会、その他議題関係者など。 
 議題：森づくり定例会、主催事業の企画と結果報告。各種協賛事業、受託事業の実施計画と結果報 
 告。「子ども東山の森づくり隊」など部活動立ち上げ、東山動植物園再生に係わる提言などの検討。 
 里山の家の管理運営に係わる事案の協議。その他事案発生ごとに臨時委員会を召集し、対応を図る。 
 
今後の活動予定                                    
 
☆定例会： 毎月第１日曜日 

  ７月２日 東山公園南部    ９月３日 東山公園南部   １１月５日 東山公園南部 
  ８月６日 平和公園南部   １０月１日 平和公園南部   １２月３日 平和公園南部     
集合場所、時間など詳細につきましては、その都度事前にメールなどで連絡致します。 

 
☆子ども東山の森づくり隊 
  ８月 ５日（土）１８：００～２０：３０ 夜の森で出会う虫たち 
 １１月１１日（土）１０：００～１４：００ ドングリ畑作りと森のめぐみクッキング 
  ２月１０日（土）１０：００～１４：００ 竹きりと竹馬・竹ポックリ作り 
 
☆ハンノキくらぶ 
  毎月第４月曜日１０：００～１２：３０ 平和公園南部でトウチク林の整備 
 
紹 介                                        

☆ホームページ開設 

 ４月から会の活動を紹介するホームページが開設されました。覗いてみてください。 

            ＵＲＬ：http://higashiyama－mori.sakura.ne.jp/ 
 
☆部活動の立ち上げ！ 参加者募集！！ 

 つどいの丘づくり、生物生態調査、など定例活動以外に東山の森でこんなことをやってみたいと 

 考えている方。 詳しくは、下記 連絡幹事 鬼頭 保 まで、お問い合わせ下さい。 
 

 
 

 

 

 
 ６月２０日現在 会員数 １４４（個人：１４２ 団体：１ 企業：１） 
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編集後記  平成 18 年度総会において滝川代表

より、部（班）活動の立ち上げの呼びかけがありまし

た。広大なエリアの里山再生が、定例活動だけでは

遅々として捗りません。みなさん行動しましょう！！ 
 広報幹事 中西たかお Tel/Fax : 052-781-7530 
        ｅ－ｍａｉｌ： ntakao33@titan.ocn.ne.jp

  人と自然の いのち輝く 

  「東山の森づくり」に参加しませんか！！ 
    年会費：１,０００円（企業 ５,０００円） 
   入会申込・問合せ：〔連絡幹事〕鬼 頭 保 
                Tel／Fax：０５２－７５１－９５１０ 
          e－ｍａｉｌ： kitou@sd.starcat.ne.jp


