
相生山の四季を歩く会2013.6月資料

2013.6.9　　　    　　～ 夏の森　ふくらむいのちを　確かめよう ～

　～ 元気な森から　元気をもらおう　夏！ ～

相生山の四季を歩く会

　

　　　　ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ科・ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ属

　　７月14日（日）　　　9：30～12：00

　　　　　次回のご案内

今月の　ｓｐｏｔ　ｌｉｇｈｔ

探して歩こう　　　花から木の実へ　　いのちのつながり

　連　　絡　　先　 （古川）

ｔｅｌｌ/ｆａｘ　052-821-6463
ｹｲﾀｲ　080-5124-6463

ｅ‐ｍａｉｌ：viva_forest@yahoo.co.jp
ＨＰ：ラブリーアース → 検索

 想って歩こう　　生き物から　生き物へ　　いのちのつながり

生態系の食物連鎖・・・食べる⇔食べられるの関係

6/30（日）　ブナの森の植生回復
駒山（豊田/旭）で　竹薮整備

6/16（日）　山仕事体験しませんか？
ヒノキ人工林の手入れと自然観察
岐阜県七宗町神渕（かぶち）の山

コクサギ型葉序

生育場所

ラブリーアースからのお誘い

　　　イソノキ　の不思議
（磯の木）

相生山では
尾根筋中心に
ほぼ全域に

ヒメボタル　　ｉｎ　２０１３

6.2. 0:05′常連のＭ.Ｓさん撮影

コバノミツバツツジ
シャシャンボ

アズキナシ

ナツハゼ

タカノツメ　♀
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相生山の四季を歩く会6月資料

昨年
標準和名 漢字表記 科 属 花 実 6月10日

0 ヤマウルシ 山漆 ｳﾙｼ ｳﾙｼ ★カブレ → △ 実○ 実 羽状複葉　雌雄異株　核果：秋黄熟　比較：ヤマハゼ、ヌルデ 全　

1 コムラサキ 小紫 ｼｿ ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ 花 △ 花◎ ― 対生     核果：晩秋紫熟　　 逃げ出し　比較：ムラサキシキブ 庭　人工林谷

2 ネズミモチ 鼠黐 ﾓｸｾｲ ｲﾎﾞﾀﾉｷ 花 ― 花◎ 花◎ 対生　　暖地性　　別名：タマツバキ　　 比較：トウネズミモチ 庭　北尾根　　

3 コバノガマズミ 小葉莢迷 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ ｶﾞﾏｽﾞﾐ → △ 実○ 実 対生　　托葉あり　　 自然交雑種多　　 比較：ミヤマガマズミ 庭　ｶﾞﾏｽﾞﾐ道　全

4 ガマズミ 莢迷 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ ｶﾞﾏｽﾞﾐ △ 実△ ― 対生　　別名：アラゲガマズミ　　　 核果：秋赤熟 庭　ｶﾞﾏｽﾞﾐ道　全

5 モチツツジ 黐躑躅 ﾂﾂｼﾞ ﾂﾂｼﾞ 腺毛だらけ ○匂い 実△ ― 蒴（さく）果：8～10月熟→裂開　　生育地域（中部～岡山）狭い庭　ﾂﾂｼﾞ道

6 ツクバネウツギ 衝羽根空木 ｽｲｶｽﾞﾗ ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ 萼（がく） ○匂い 実△ ― 対生　　痩（そう）果：秋熟 庭・正面

7 タカノツメ 鷹の爪 ｳｺｷﾞ ﾀｶﾉﾂﾒ 打ち上げ花火 ○ 実○ 実 雌雄異株　　芽･葉・花･実・黄葉　液果：9～10月黒熟 全

8 エゴノキ えごの木 ｴｺﾞﾉｷ ｴｺﾞﾉｷ ★有毒 △ 実△ 実 蒴果：9月－ｴｺﾞｻﾎﾟﾆﾝ　　ｴｺﾞﾉﾈｺｱｼｱﾌﾞﾗﾑｼ（えごの猫足油虫）庭・正面

9 コナラ 小楢 ﾌﾞﾅ ｺﾅﾗ 「代表木」 → △ 実△ ― 昨年大量ドングリ→今春大量に芽生え 全　＃1ﾍﾞﾝﾁ

10 ヤマザクラ 山桜 ﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 「副代表木」 3月末 △ 実◎ ― 核果：5～6月黒紫熟　　葉裏：帯白　　古来の桜 全　山根口

11 ネジキ 捩木 ﾂﾂｼﾞ ﾈｼﾞｷ ★有毒 △ 花▼　　　　　　実△ 花▼ 蒴果：9～10月熟→列開 北尾根

12 ナツハゼ 夏櫨 ﾂﾂｼﾞ ｽﾉｷ 葉：腺毛 △ 実△ 実 液果：秋黒熟　頂部に萼あと残る 北尾根　ﾂﾂｼﾞ道

13 イボタノキ 水蝋樹 ﾓｸｾｲ ｲﾎﾞﾀﾉｷ ｲﾎﾞﾀﾛｳ △ 実△ 花▼ 対生　　核果：晩秋黒紫熟　　類：トネリコ 全　＃2ﾍﾞﾝﾁ　　

14 ミツバアケビ 三葉木通 ｱｹﾋﾞ ｱｹﾋﾞ いろいろ有用 ▼4月◎ 実○ 実 つる性木本　　　雌雄同株・雌雄異花　　　比較：アケビ ＃2ベンチ

15 アズキナシ 小豆梨 ﾊﾞﾗ ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 美味？ ？ 実○ 実 ナシ状果：10～11月赤熟 ＃2ベンチ　　

16 カナメモチ 要黐 ﾊﾞﾗ ｶﾅﾒﾓﾁ →ﾚｯﾄﾞﾛﾋﾞﾝ ○ 実△ ― ナシ状果：12月赤熟　　葉：革質光沢 北尾根　全

17 イソノキ 磯の木 ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ 葉序 花○◎△ 蕾 葉：サクラに似る、葉脈・鋸歯に特徴　日照良好地　花期長い 北尾根　見晴台跡

18 シャシャンボ 小小坊 ﾂﾂｼﾞ ｽﾉｷ 葉裏主脈 花△ 花穂 液果：晩秋紫黒熟 全　＃3ﾍﾞﾝﾁ

19 アオハダ 青膚 ﾓﾁﾉｷ ｱｵﾊﾀﾞ 短枝 ♀　♂ 実△ 実 雌雄異株　　短枝束生 全　ｱｵﾊﾀﾞ坂

20 ズミ 酸実 ﾊﾞﾗ ﾘﾝｺﾞ ＝ 小梨 ▼4月末◎ 実○ 実 ナシ状果：9～10月黄熟＝キミ（黄実）ズミ　　短枝束生　　 見晴台跡

21 ヤマハギ 山萩 ﾏﾒ ﾊｷﾞ 万葉の花 花△ ― 花：7月～　　　 比較:マルバハギ 見晴台跡

22 カスミザクラ 霞桜 ﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 毛山桜 4月上旬 （未確認）下見実◎ ― ﾔﾏｻﾞｸﾗ群　花期：遅い　核果：6月黒紫熟　葉裏：淡緑光沢 ＃3ﾍﾞﾝﾁ外

23 ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ 小葉三葉躑躅 ﾂﾂｼﾞ ﾂﾂｼﾞ 市「注目種」 （未確認）下見実○ ― 蒴果：8～9月熟→裂開 ﾂﾂｼﾞ道　

24 ヤマコウバシ 山香し ｸｽﾉｷ ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ ♀のみ → △ 実○ 実 （他区域に比べ）相生山多い　「非常食」トロシバ　 ｷﾞｬｯﾌﾟ　人工林谷

25 サワフタギ 沢蓋木 ﾊｲﾉｷ ﾊｲﾉｷ 灰の木 ◎ 実△ 実 落葉低木　ｼﾛｼﾀﾎﾀﾙｶﾞ（白下蛍蛾）食草　核果：秋瑠璃色熟 ｷﾞｬｯﾌﾟ　人工林谷

26 テイカカズラ 定家蔓 ｷｮｳﾁｸﾄｳ ﾃｲｶｶｽﾞﾗ 2種類の葉 △　匂い 花○▼ ― 常緑つる性木本　　　対生　　　袋果　　　藤原定家の恋 人工林谷

ｎｏｔｅ
サカキ（榊）　　　　　　　　　　花○ サワフタギ周辺　シロシタホタルガ多数 　　　　　ナツハゼ・サワフタギ･シャシャンボ　　触
ノイバラ（野茨）　　　　　　　 花○ エゴノネコアシ　　散見 　　　　　ネジキ・イソノキ・テイカカズラ　　　　 　嗅
サルトリイバラ（猿捕茨）　　実○ 　　　　　ヤマザクラ　　　　　　　　　　　　　　　　　味

野鳥　少なし　（ムクドリ・ヒヨドリ多数） 　　　　　　　　　　　　　　理科教室　　ニオイタチツボスミレ　実と花（閉鎖花）など
                                                           　 　　　　　　 夏

　　　　　　　　 夏の森　ふくらむいのちを　確かめよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013.6.9

5月12日

花期の差

Ｎｏ
種　名 分類

特記 今日 　　　　　　　　ｍｅｍｏ　　 生育エリア
山渓図鑑「樹に咲く花」などによる
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