
 
 
 
 
 
 

 

監査業務に付き 思う事  
                          なごや東山の森づくりの会 役員 

                               監査 山 下 紀 雄 

 

 私は 企業の監査役に就任している関係で なごや東山の森づくりの会発足時点から森づ

くりの会の監査担当を仰せつかっています。 
一般企業における監査業務は 企業が会社法・税法等で規定された通り経営を行っている

か否か 業務面・経理面双方で監査します。 
しかし なごや東山の森づくりの会は任意のボ

ランテイア団体にて ＮＰＯ法人としても登録

していませんので 一般企業・ＮＰＯ法人と同様

の監査を行う規定はありません。 
 
 私は なごや東山の森づくりの会は 社会貢

献を目的として設立され 且つ 会員の善意に

基づき構成されている任意団体であると認識し

ています。 
 
この点より 私は なごや東山の森づくりの会の監査は 会員の皆様からお預かりした 

会費が正しく使用され 且つ 正確に経理処理されているか否かを中心に行っています。 
 私は昨年 欧米のボランテイア団体の資金集めに関する講演会に出席しました。 
その際 欧米のボランテイア団体の収入額の多さに驚くと共に 収入源の大半が遺産相続の

際の寄付金と聞き、欧米と日本のボランテイア活動に対する基盤の差に愕然としました。 
又 ボランテイア団体に対する監査業務も厳しく規定されているとお聞きしました。 
なごや東山の森づくりの会も 設立３年目となり、基本構想に基づく活動、班活動、他の 

団体・行政との協働活動等 その活動も多義に 
亘り、複雑になってきました。 

                    付きましては なごや東山の森づくりの会も 
その会員数が５００名を超える大きな規模とな 
った場合 或いは 好むと好まざるとによらず  
ＮＰＯ法人となった場合は 監査業務の規定化 
を考える必要があると思料します。 

 

 

 
   

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 ７月 ～ １２月 
 
定 例 会                         
 
７月２日（日） ９：００～１２：００  天候：曇り／雨 
 場 所：東山公園南部 名古屋高速道トンネル上部藤巻町地内 
 参加者：２６名 
 内 容：高速道トンネル工事のため裸地になった部分で、雑木林 

    再生のため植樹された苗木保護のための除草作業。 
 
８月６日（日） ９：００～１２：００  天候：晴れ 

 場 所：平和公園南部 ハンノキ湿地周辺 

 参加者：２８名（内、子ども２名、一般参加２名） 
 内 容：湿地上流部の雑木林再生のための竹刈りで、猛暑の中 

    での活動でしたが、みなさんの精力的な働きに感動。 
 
９月３日（日） ９：００～１２：００  天候：快晴 

 場 所：東山公園南部 一粒荘跡地周辺 
 参加者：５５名（内、子ども４名） 
 内 容：東山スカイタワー下東側斜面にあった別荘の跡地で、 

    その下の散策路になっている部分での竹の除伐と整理及び 

    倒木、ゴミの整理を実施。この日は企業会員の若手１４名 

    の参加があって新鮮な雰囲気でした。 
 
１０月１日（日） １０：００～１２：００  天候：雨 

 場 所：平和公園南部 ハンノキ湿地西側竹藪 
 参加者：３３名（内、子ども８名 星ヶ丘小ＰＴＡ２名） 

 内 容：ハンノキ湿地の保水に影響していると考えられる竹藪の 

    竹の皆伐と除草。 作業中コスズメバチの巣が発見され、 

    これを避けながらの活動でした。 
 
１１月５日（日） １０：００～１５：００  天候：晴れ 

 場 所：東山公園南部 一粒荘跡地周辺 
 参加者：３５名（内、子ども８名 ＰＳＣ関係８名） 

 内 容：前回（９／３）と同じ資産家の別荘であった一粒荘跡地に 

    侵入し増殖している竹の除伐と枯れて倒れている竹の整理。 
 
１２月３日（日） １０：００～１４：３０  天候：晴れ／曇り 

 場 所：平和公園南部 ハンノキ湿地東側上流部竹やぶ 

 参加者：３９名（内、子ども５名） 

 内 容：ハンノキ湿地奥の谷筋に侵入している竹の除伐。 

    フユイチゴ、ヒキガエル、フユシャク（ガ）など観察。 
 
子ども東山の森づくり隊                  
 
☆なごや環境大学共育講座として 

 ８月５日（土） １８：００～２０：３０  天候：晴れ 

 場 所：平和公園南部 「夜の森で出会う虫たち～夏の夜の森歩き」 

 参加者：子ども５６名と保護者   スタッフ：３０名 

    夜の森を歩き、昆虫やカラスウリの開花などを観察。 
 
 １１月１８日（土） １０：００～１４：００  天候：曇り 

 場 所：平和公園南部 「ドングリ畑作りと森のめぐみクッキング」 

 参加者：５７名（内、付添大人２１名） スタッフ：１７名 

    ドングリ拾いと植え付け。ゾウムシ博士の話しなどのあと 
    マテバシイやスダジイなどを食べ、美味しかったね！！ 

―２― 



名古屋の棲息生物調査（灯火採集）                           
 
『虫は迷惑な生き物ですか？ 環境の影響を受けやすい弱い虫たちが 

すめないまちは、やがて人間もすめないまちになっていくのではない 

でしょうか？ 鳥も鳴かない、虫も飛ばない「沈黙の春」を迎えない 

ために、花・水・緑、自然を活かしたまちづくりを提案します。』との 

呼び掛けで、名古屋の自然環境の実態を知るためのデータづくりの一環 

として夜の森やまちで虫の灯火採集を実施しデータの収集をしました。 

 活動日：８月２５日（金） ９月２２日（金）の２回 

 調査時間：１９時３０分～２３時００分 

 調査場所：平和公園、相生山緑地、大高緑地、戸田川緑地、熱田神宮 

 スタッフ：当会会員、昆虫の専門家、一般の協力者 

幸い天候に恵まれ無事終了。結果については２００７年２月頃発表予定。 
 
その他の活動                                     
 
☆東山動植物園再生プラン関連事案の検討 
   動植物園の再生計画と東山の森づくり基本構想との整合性について 

   名古屋市への提言等の検討と市側の担当者との意見調整など。 
 
☆体験！体感！東山の森 千種生涯学習センター主催講座 

 ６月２４日（土） １０：００～１２：００  場所：東山公園南部  

   参加者：２３名（内、子ども１１名）  天候：晴れ 

   「森の中で遊ぼう！」で、天白渓とその周辺を探検 

 ７月８日（土） １０:００～１２：００   場所：東山公園南部 

   参加者：２９名（内、子ども１２名）  天候：曇り 

   「みんなでやろう！森づくり」で、木こり体験。 
 
☆環境デーなごや２００６ 中央行事への参加 

 ９月１７日（日） １０：００～１６：００  場所：久屋大通り公園 

   モチノキ広場とエンゼル広場の２ヶ所のブースで出展。 

   クラフト教室などで、「なごや東山の森づくりの会」と「子ども 

   東山の森づくり隊」のＰＲ活動をしました。 
 
☆その他各種団体のフィールド訪問の受け入れ 
 
☆里山の家 開館 毎週土・日曜日 １０：００～１６：００（原則） 

     森づくり関係資料の展示やクラフトづくりなど、フィールド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                                      

    ＜平和公園はふるさと＞                      藤岡 嶺子 
 
 平和公園の北に住む私の近所ではウォーキングや犬の散歩にと毎日公園に通う人は多いが、南部の

丘陵や湿地の魅力を話そうとしても行ったことがないと言われてしまう。 私がこのエリアを知った

のは、40 年前名古屋に来た年に地質調べで歩く機会が持て

たからである。それ以来わが子とのザリガニ採り、中学生と

の流星観察、手近な自然散策にとこの場所を楽しんできた。

４年前、共に森づくりを考えたり作業する仲間に入ってから

更に愛着が強まった。小さな窪地の竹薮を伐採した１年後そ

こがフユイチゴ群落に変っていたのに感激を味わったりな

ど、この森は既に私の第２のふるさとになっているが、多く

の人にとっての『ふるさと』にもしたい場所である。 
 
運営委員会                                      

☆開催日時：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。 東山動植物園再生プランに係わる提言などの検討。各種団体のフィールド訪問

などの受け入れの検討。 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協議。 
 
今後の活動予定                                    
 
☆定例会： 毎月第１日曜日 

  １月７日 東山公園南部    ３月４日 東山公園南部    ５月６日 東山公園南部 
  ２月４日 平和公園南部    ４月１日 平和公園南部    ６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。 
  下記ホームページでも案内しており、みなさんの積極的な参加をお待ちしています。  
☆子ども東山の森づくり隊 

０７年２月１０日（土） 第４回「竹きりと竹馬・竹ポックリ作り」 
    ５月１２日（土） 冒険ハイキング〜東山の森の生きものウォッチング〜  
☆ハンノキくらぶ 
  毎月、第４月曜日 １０：００～１２：３０ 平和公園南部で竹林の整備 
 
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ています。定例活動の状況、 

 子ども森づくり隊や各種部活動など情報満載です。是非アクセスしてみて下さい。 

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

 生物生態調査、里山再生などの定例活動以外に、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 まで、お問い合わせ下さい。 

                             （会員数：12月 10 現在１６２名） 
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編集後記  会員のみなさんへ！！ 

 森づくり活動への思いを発言する場として運営委

員会を利用していただきたく、会員のみなさんの委

員会への積極的な参加をお待ちしています。 
 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 いのち輝く森 

  「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： kito022445@mediacat.ne.jp


