
相生山の四季を歩く会資料

No 標準和名 漢字表記 科 属 葉痕形 維管束 メ　モ

1 ヌルデ 白膠木 ｳﾙｼ ﾇﾙﾃﾞ 鱗 黄褐毛 Ｕ字 多 仮頂芽

2 コナラ 小楢 ﾌﾞﾅ ｺﾅﾗ 鱗 無毛 半円 多・散 頂生側芽

3 クズ 葛 ﾏﾒ ｸｽﾞ 鱗 2個並ぶ 円 3 葉痕：動物の顔

4 クサギ 臭木 ｼｿ ｸｻｷﾞ 裸 赤紫毛 半円 7~9・Ｕ 対生

5 ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ 山香ばし ｸｽﾉｷ ｸﾛﾓｼﾞ 鱗 赤味 半円 1～3 混芽　葉：残る

6 エゴノキ えごの木 ｴｺﾞﾉｷ ｴｺﾞﾉｷ 裸 褐星状毛 半円 1 必ず予備芽ｱﾘ

7 タカノツメ 鷹の爪 ｳｺｷﾞ ﾀｶﾉﾂﾒ 鱗 無毛 V字 7 短枝：曲がる

8 ｱｶﾒｶﾞｼﾜ 赤芽柏 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ ｱｶﾒｶﾞｼﾜ 裸 星状毛 円 多・O 葉脈のシワ

9 ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ 紫式部 ｼｿ ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ 裸 粉状短毛 半円小 1　突出 対生

10 ゴンズイ 権萃 ﾐﾂﾊﾞｳﾂｷﾞｺﾞﾝｽﾞｲ 鱗 無毛 半円 7~9・輪 2個の仮頂芽

11 ガマズミ 莢迷 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ ｶﾞﾏｽﾞﾐ 鱗 短毛密 倒松 3 ⇔ｺﾊﾞｶﾞﾏ：星状毛

12 ヤマウルシ 山漆 ｳﾙｼ ｳﾙｼ 裸 赤茶毛密 大ﾊｰﾄ 5~15 大 維管束痕：Ｖ状

13 ヤマハゼ 山櫨 ｳﾙｼ ｳﾙｼ 裸 赤茶毛密 大ﾊｰﾄ 多 頂芽先端：毛立

14 ハゼノキ 櫨の木 ｳﾙｼ ｳﾙｼ 鱗 無毛 大ﾊｰﾄ 多 枝：無毛

15 ウスノキ 臼の木 ﾂﾂｼﾞ ｽﾉｷ 鱗 少毛 三日月 1 赤＆緑

16 ネジキ 捻木 ﾂﾂｼﾞ ﾈｼﾞｷ 鱗 赤艶 半円 弧状 三大美芽

17 ヤマザクラ 山桜 ﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 鱗 無毛 半円 3　上側 芽鱗先：ほどける

18 クリ 栗 ﾌﾞﾅ ｸﾘ 鱗 無毛　 半円 不明瞭 芽形：実に似る

冬芽

連 絡 先（古川）

tell/fax : ０５２‐８２１‐６４６３
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ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ : ラブリーアース → 検索

立春の森 コナラ・ヌルデ・ウスノキ・ネジキ

いろんな冬芽を楽しもう

相生山の四季を歩く会
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次回は 3 月 １２ 日（日） 9：30 ～

テーマ ～ 芽吹き 花咲く雑木林を楽しもう ～
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2017 年の始めに

大都会の真ん中、例えば名古屋市役所や栄町から地下鉄一本で約30分。 相生山は「奇跡的」

に開発から取り残された、「コナラ・アベマキ林」の森が中心の「貴重な」緑地です。

近年の「自然回帰」の風潮にもかかわらず、道路建設をめぐって賛否両活動が長年続けられて

いたことも影響したのでしょう、多くの市民には近寄りがたい場所でもあったようです。

しかし、ここ数年《工事中断～市長最終判断》という世間注視の時期があり、最近のＳＮＳの普及

とりわけネット投稿ブームもあって、ヒメボタル撮影目的などの「訪問者」が急増しました。

相生山に出かけて自然を体感することが広まることは嬉しい

のですが、望ましくないことも起こっています。盗掘、ゴミ捨て、

喫煙、犬の散歩、トレイルランニングなど、自然の中でのマナー

違反に出会うことが多くなりました。

さらに気になるのは、自分の庭であるかのように勘ちがいして、

枝や幹を伐る「手入れ」する人びとや、勝手に「散策路」をつくっている人びとの行為です。もしか

するとこれらは、「森づくり」の悪しき影響かもしれません。

自然の進み方には人の意思をはさむ余地はありません。自然との付き合いの基本は、自然の

ままに！であろうと思います。人のために始めることが、自然を損なう一歩になることが多いと思

えます。

自然は淡々と、またダイナミックに存在し続け、私たちはその

なかで生きています。このことを理解したうえで、相生山では、

どんなことを、どのように頂くことが許されているのか。 相生山

の自然と対話しながら、たくさんの人びとがじっくりと考えていく

ことだと思います。

そして、その経過や得た結論を明らかにし、名古屋市全体に

「相生山緑地との付き合い方」として広げることによって、「世界

のＡＩＯＩＹＡＭＡ」が見えてくるにちがいありません。

時間がかかっても、かけるだけの意味があり、なぜなら、そうすることが未来の人びとから相生

山緑地を預かっている、いま生きている私たちの「責務」ではないかと思うからです。 （1.21）

相生山緑地メモ

相生山緑地のこれから

その中心テーマは 自然と人の関わり方

「自然を大事にする」理念 倫理

人の生き方 名古屋市政のあり方

相生山緑地とかかわる人びと その意向もいろいろ

山林や農地や宅地の所有者

「誰かに いい値で買ってもらいたい」

「収用されることなく 現状維持で」

自然が好きで

「森づくりに参加して 社会貢献」

「人の手を入れず 自然のままに」

「ただ歩くだけで 気持ちのいい場所」

中止になった道路絡みでも

「自然を大事に」といいながら

「施設をつくって人を呼びたい」

相生山緑地は 80年前からの都市計画公園緑地です

「お金がないから」と いつまで「長期未整備緑地」のまま？

ほんの一部の「市民活動」頼りにせず 市の積極姿勢が望まれます

相生山緑地の課題は

いろんな立場で関わる 人びとの率直な声を聴いて

「自然を大事に」を軸に 整理整頓

人びとに問いかけながら 一緒に協働しようとする

名古屋市の行政能力が 今 問われていると思います （2.11）

自然と人と・・・相生山緑地にて

最近記事より
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