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豊田市自然観察の森・森先案内人 

あべまきの会 

    豊田市東山町４丁目１２０６－１ 

☎    ０５６５－８８－１３１０ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あべまきの会は、多くの方に 

 豊田市自然観察の森で 

自然とのふれあいを通じて、感動や喜びを 

体験してほしいと思っています！ 

あべまきの会と一緒に森歩き！ 

あべまきの会のインタープリターが森を案内します。 

●毎週水曜日 午前１０時～正午 

    ●第３土曜日 当分の間一時休止 

  ※ 当分の間予約受付 無料(保険加入なし) 

 ※ 雨天中止     

２０２０年度総会が開催されました 

代表  梅村 昭治 

2 月 20 日（土）に 2020 年度の総会が開催され

ました。開会に先立ち、代表の開会の辞と観察の

森・小池レンジャーの挨拶をいただき、司会・浜

田さんから会員 23人、出席 14 人、委任状 7 人で

総会の過半数成立との報告と慣例での議長・原さ

ん、書記・中村さん指名のもとに開催され、原案

どおり承認されました。議事の経緯は以下のとお

りです。 

(1)  2020年度活動報告及び会計報告について（活

動報告・梅村、会計報告・高橋恵） 

活動ではコロナ禍の影響で予定していた各種

行事が中止になったこと、特に定例ガイドウォー

クでは例年 60 回余開催していたが今回は 40 回に

とどまり、従前の定員制でなかったのに今年度は

予約・定員制としたためか参加者(283 人)も大幅

減となりました。 

会計では多くの事業の中止等の関連で、決算額

(123,470円)も減となりました。 

（2）2021年度役員選出・承認について 

役員選考委員会の山口さんからの以下の役員

の推薦があり、承認されました。 

代表 鈴木信子  副代表兼書記 江口 進   

会計 高橋恵子・宇野智恵子   

会計監査 加藤早苗・濱田 昭 

（3）2020 年度活動計画及び予算について（活動

計画・鈴木、予算・高橋恵） 

活動計画では基本的には前年度を踏襲してい

 

（3）2021年度活動計画及び予算について（活動

計画・鈴木、予算・高橋恵） 

活動計画では、森の自然案内人体験講座では参

加者の応募を期待して、開催回数の減（4 回→3

回）としました。 

予算計画では、昨年度に準じた金額(190,049

円)としました。 

(4) その他 

 会員の減少と老齢化の問題が提起され、当分

の間の第三土曜日午後のガイドウォークの中止、

春・夏・秋の自然観察会の廃止についての危惧と

会員の研修活動の充実と会員以外の参加者を認

めたらどうかとの提案がありました。多くの会員

からの発言があり、事務局からはガイドウォーク

等の中止は参加者が少なかったからとの説明と

会員の研修活動の充実と会員以外の参加につい

ては例会で相談しながら検討する旨の回答がさ

れ、最後に新役員の方達の挨拶を頂きました。 

役員一同頑張ります。会員の皆様のご協力、ご

支援をお願いします。 

 

 



 

 

 

養成体験講座での講演をお願いしていましたが中

止となってしまい、単独でお願いしたところ快くお引

き受け頂き、開催の運びとなりました。 

梅村の進行、小池レンジャーの講師紹介と日程説明

で始まり、座学・現地（観察の森）での観察・質疑の

2時間（実質 3時間）の講演でした。 

講演の始まる前の約 30 分は先生の集めた日本産ど

んぐり全種（23種）とインドネシアなどのドングリを

展示。オキナワウラジロガシのドングリは世界一大き

などんぐりとのことでした。 

「観察の森の植生」をテーマにお願いをしましたとこ

ろ、植生遷移を通して植生を見るとよいと、当観察の

森を想定した植生遷移の概要の講義を 30 分間ほどし

ていただきました。 

植生遷移を考えるにあたって緯度と標高の違いで

樹種も違うのに留意する必要がある。例えば、 標高

の違う豊田市役所前ではシイの森が面の木峠ではブ

ナ林となっているとのことでした。 

当地域にあてはめた植生遷移は次のとおりとのこ

と。①草原（１年草＝メリケンカルカヤ・ダンドボロ

ギク→多年草＝ススキ）→②アカマツ林→③落葉樹

（コナラ・アベマキ）→④落葉樹・常緑樹（シイ・カ

シ）（アラカシ）→⑤常緑樹（ツブラジイ）（極相林） 

植生遷移（①～⑤）とは森の一生と言い換えることも

でき、800年といわれている。人の一生は 80年とすれ

ば、森は人の感覚の「１／１０」のスピードで変化し

ているともいえる。森を考えるにはそうしたスピード

感覚で考える必要がある。なお、最近の調査ではヤマ

ザクラ２に対してカスミザクラ８となっている。今後

ヤマザクラが老齢化して枯れていくからであって、こ

れも植生遷移かもしれないとのことのようです。 

1 時間ほどの観察の森歩きでは、観察の森のツブラ

ジイは樹齢８０年、かつて神社の境内地で残ったので

はないか（頂上近くに生えていることから神社境内地

と推測。ツブラジイの植林の記録はない）、オオバヤ

シャブシははげ山時の植栽したもの。またガイドウォ

ークでの話題例として、観察をしながら①ハイイロチ

ョッキリのコナラのドングリに産卵を実物で確認、②

コバノガマズミの葉とヤブムラサキの葉を同時に触

ってその

感触を体

感（コバノ

ガマズミ

は固い毛

でざらつ

き、ヤブム

ラサキは

表の微毛

のふわふわ）、③ヤブニッケイの葉序（コクサギ型）、

④スギの水分吸収量については、現在調査している機

関もあるとのことで、スギは湿地を好み植生も豊かに

なるとのことでした。 

その後 30分余は質疑で、会員６～7人の質問に丁寧

にお答えを頂きました。観察の森では、①サギソウ（と

んぼの湿地）などの植栽をしても育たないのではない

か。②森は深くないが、この辺りもふくめて花崗岩の

地質で谷が深いので水が保存しやすい などとわか

りやすく説明いただきました。 

参加者には有意義な講演会で、感謝、感謝の２時間（実 

質３時間）でした。 

 

 

 

＊コロナ禍の中、密を避けて実施！ 

 2020年 11月 29日（日）会員皆さんのご協力を得て、

「自然素材でクリスマス飾りを作ろう」の講座が工作

室で開催されました。参加者は小学生 4名を含む 3家

族と大人 8名、その内リース作り 6名で、オーナメン

ト作り 5名でした。 

 今年特に留意したことは、感染防止対策です。  

まず、家族単位のテーブルにしたこと、そして作る時

間を短縮したことです。時間を短縮するためと、森歩

きの体験のために、オーナメントにはあらかじめグリ

ーンを付けて準備しました。それで子どもだけで無く

オーナメントを作った大人の方も森歩きを体験する

時間が持て

ました。 

 9 名の会

員の皆さん

には、10 時

から材料の

北岡明彦先生の講演概要 

梅村 昭治 

「クリスマス飾り」を作ろう 

原 淑子 



準備や会場設定をてきぱきと進めていただき、「あべ

まきの会」ならではのパワーを実感しました。直近に

蔓やグリーン、赤い実を届けてくれる会員の方もあり

がとうございました。 

＊日ごろ材料の木の実を集めていただき感謝 

材料の準備や分類は直前の水曜日の午後にしまし

た。準備を始めて驚いたのは、折に触れて松ぼっくり

やフウ・ナンキンハゼの実を物置にストックしていた

だいていたことです。日ごろからのご協力ありがとう

ございます。 

今年度の会計は材料費 5,500円支出 5,185円 

（内訳・リボン・飾り物・リース枠・作業用手袋・反

省会茶菓子他）でした。 

＊反省と次年度に向けて 

・参加者の満足度が高かった 

・新しい参加者を呼び込む工夫をしたい 

・準備の労力が大きい、リースを簡略にしたい 

来年度は、グリーンを付けない形のリースを実施し

たいと思います。堅果ばかりにすると、時短ができ、

何年も持つので、リピータが減ることが予想されま

す。材料費 500円 

 

 

 

 第１０回自然観察の森ふれあいフェスタ、今年は新

型コロナ禍の余波を受けて１０月１１日に開催され

ました。「自然とのふれあい」、「訪れた人と人とのふ

れあい」が目的のイベントも、今年ばかりは、距離を

置いて、マスクして。 

 朝から晴れわたった青空の下、自然観察の森を活動

拠点とする各種団体の趣向を凝らした展示が会場を

賑わしていた。私たちあべまきの会も１２名の会員   

の参加を得て「森歩き、ちょこっとガイド」と参加者

への「どんぐりストラップ」プレゼントで臨んだ。難

しい運営の中、１７パーティー、５９名のお客様と森

歩きを楽しんだ。その陰には、とくに「森歩き」を担

当された時の「限られた時間」、「距離を保って」の案

内に多くのご苦労があったこと、「ご苦労様でした」

の一言につきます。フェスタへの参加に当たり、「ど

んぐりストラップ」用の素材調達をはじめ準備の多く

の段階でセンター事務局の小池様はじめ会員の皆様

のお力添えをいただきましたこと、心よりお礼申し上 

げます。そして次のフェスタ開催には「お客様」と「私

達スタッフ」が心の底から触れ合える」そんな「ふれ

あいフェスタ」を胸に描きながら後姿のお客様を見送

りました。 

 ２月、立春。しかし、我が家の芝生は休眠中。黄土

色の絨毯となってすやすや眠っている。 

 おやっ？これはなんだ。黄土色の中にひときわ目立

つ濃い緑。直径１センチぐらいの小さな円。中心から

放射状に伸びて円をかたどっている。ツメクサだ。 

小さいけれどツメクサはしっかり自分をアピールし

ている。黄土色の絨毯の毛の中にあってその緑は宝石

のようだ。あれっ？あそこにもいる。そこにも、ここ

にも。これはまずい。 

 「雑草という名の植物はない」とよくいわれる。し

かし、芝生の中のツメクサはやっぱり雑草だ。今はま

だ可愛いが、４月５月になると羽を伸ばし、ひょろひ

ょろの首をもたげて小さな花を咲かせる。しかもその

首が何本もある。花が咲けば必ず実がなる。はなくそ

のような実だ。このころは、芝生より背が大きくなっ

てちょっと眼ざわり。ツメクサ友達がいっぱい集まっ

て雑談していると「僕の美しさが損なわれる」と芝生

が嘆く。だから、雑草のツメクサは除去しないと。 

 ツメクサの除去は早ければ早い方がいい。実が熟し

てしまうと、ちょっと触っただけでポンポン跳ねて、

そこらいっぱい散らばってしまう、鼻くそだらけだ。

そして、親の傍でまた濃い緑の宝石となる。 

 今日は２月の雨上がり。私は、まだ小さいツメクサ

を一生懸命駆除している。しかし、ツメクサもしぶと

いんだなあ。体の１０倍以上の土をしっかり抱えて抵

抗する。おかげで我が家の土地の標高が低くなった。 

フェスタを終えて 

山口 孝雄 

我が家の庭のツメクサ君 

江口 進  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒレンジャク 体長約 18㎝ 

冠羽と歌舞伎役者のような隈取が特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤドリギの実を食べるヒレンジャク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キレンジャク 体長約 19.5㎝ ヒレンジャクよりやや大きいか 

黒い過眼線が冠羽の付け根まで 腹は灰色 風切羽に２つの白い白斑 

今年もヒレンジャクの群れが巴川にやってきました。 

ヒレンジャク、キレンジャクの繁殖地はシベリア東部、中国東北

部です。そこからこの地方にやってきて越冬します。この冬の渡り

は、北半球の高緯度地方で繁殖する種に見られる「変動的渡り」と

呼ばれるタイプで、年によって渡りのルート、タイミング、越冬地

が大きく変わります。つまり全くこの地方に来ないと年もあるとい

うことです。 

去年も巴川に来ていましたが、一昨年は見た人はいなかったよう

です。 

今年はヒレンジャクの群れ(30 羽ほど)の中に数羽のキレンジャ

クも見ることができる「当たり年」です。 

この会報がみなさんの手に届く頃にも、足助病院前のヤドリギ、

豊田市と岡崎市の境の郡界川周辺のヤドリギにヒレンジャク、キレ

ンジャクがいるかもしれません。 

 

 

ヒレンジャク、キレンジャク 

桑山 勉 

ヒレンジャクの漢名は「十二紅」 

尾羽は 12枚(数えてみてください) 

 

 


