
相生山の四季を歩く会 2015.12.13～黄葉の森と 紅葉の谷を歩こう～

7年目に入りました

今日が 69回目

先月までの参加者385人

のべ2071人

この１年をまとめてみよう 2014.12.26 道路事業廃止宣言～

月 日 テーマ　など 参加 天候

1 11 新年は森歩きから始めよう　　ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗの下に集合 53 晴れ

2 8 春待つ森に遊ぼう　　　冬芽・冬鳥　　 ﾈｼﾞｷ･ｳｽﾉｷ 20 雨

3 8 春一番の花は何？　　ｽﾐﾚ・ﾋｻｶｷ・ｶﾝｱｵｲ 35 晴れ

4 12 ｺﾅﾗ・ｻｸﾗ・ﾂﾂｼﾞ・ｱｹﾋﾞ・・・春の森は花ざかり　今と昔 40 曇り

5 10 夏の始まり　ヒメボタルの予感　　　　ﾋﾒﾎﾞﾀﾙ観察会 45 晴れ

6 14 梅雨の晴れ間に咲く花 ふくらむ木の実  ｸﾁﾅｼ・ｷﾋﾞﾀｷ 38 曇り

7 12 あふれる緑に染まろう 森の夏 　　　　実力テスト 　ﾊｷﾞ 34 晴れ

9 13 ことしの実りは？森にさがす秋 　食物連鎖＆植生遷移 40 曇り

10 11 相生山のドングリを比べてみよう 　　　雨上がり　ﾉｽﾘ 15 曇り

11 8 ざわめき･匂い･彩り 森に広がる秋　ｵｵﾀｶ　名城大調査 20 雨

No 標準和名 漢字表記 科 memo No 標準和名 漢字表記 科 memo

1 アオギリ 青桐 ｱｵｲ 19 サルトリイバラ 猿捕茨 ｼｵﾃﾞ
2 アオハダ 青肌 ﾓﾁﾉｷ 20 サワフタギ 沢蓋木 ﾊｲﾉｷ
3 アカメガシワ 赤芽柏 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 21 ズミ 酢実 ﾊﾞﾗ
4 アズキナシ 小豆梨 ﾊﾞﾗ 22 センダン 栴檀 ｾﾝﾀﾞﾝ
5 アベマキ 棈 ﾌﾞﾅ 23 タカノツメ 鷹の爪 ｳｺｷﾞ
6 イソノキ 磯の木 ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ 24 ツクバネウツギ 衝羽根空木 ｽｲｶｽﾞﾗ

7 イチョウ 公孫樹 ｲﾁｮｳ 25 ナツハゼ 夏櫨 ﾂﾂｼﾞ
8 イボタノキ 水蝋の木 ﾓｸｾｲ 26 ヌルデ 白膠木 ｳﾙｼ
9 イロハモミジ いろは紅葉 ﾑｸﾛｼﾞ 27 ハリエンジュ 針槐 ﾏﾒ

10 ウスノキ 臼の木 ﾂﾂｼﾞ 28 ミツバアケビ 三葉木通 ｱｹﾋﾞ
11 エノキ 榎 ｱｻ 29 ミヤマガマズミ 深山莢迷 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ

12 カスミザクラ 霞桜 ﾊﾞﾗ 30 ムクノキ 椋の木 ｱｻ
13 ガマズミ 莢迷 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ 31 ムラサキシキブ 紫式部 ｼｿ
14 カマツカ 鎌柄 ﾊﾞﾗ 32 モチツツジ 黐躑躅 ﾂﾂｼﾞ
15 クサギ 臭木 ｼｿ 33 ヤマウルシ 山漆 ｳﾙｼ
16 クリ 栗 ﾌﾞﾅ 34 ヤマコウバシ 山香ばし ｸｽﾉｷ
17 コナラ 小楢 ﾌﾞﾅ 35 ヤマザクラ 山桜 ﾊﾞﾗ
18 コバノガマズミ 小葉莢迷 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ 36 ヤマハギ 山萩 ﾏﾒ

落葉樹 （夏緑樹）の部

連 絡 先 （古川）

tell/fax: ０５２‐８２１‐６４６３

ｹｲﾀｲ : ０８０‐５１２４‐６４６３

e-mail: viva_forest@yahoo.co.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： ﾗﾌﾞﾘｰｱｰｽ → 検索

次回 1月10日（日）9：30 スタート

～新しい出会いの予感

冬の森歩きを楽しもう～

常緑樹の部
No 標準和名 漢字表記 科 memo No 標準和名 漢字表記 科 memo

1 アオキ 青木 ｶﾞﾘｱ 18 スギ 杉 ｽｷﾞ
2 アカマツ 赤松 ﾏﾂ 19 センリョウ 千両 ｾﾝﾘｮｳ
3 アラカシ 粗樫 ﾌﾞﾅ 20 ソヨゴ 冬青 ﾓﾁﾉｷ
4 イヌザンショウ 犬山椒 ﾐｶﾝ 21 タラヨウ 多羅葉 ﾓﾁﾉｷ
5 イヌツゲ 犬柘植 ﾓﾁﾉｷ 22 チャ 茶 ﾂﾊﾞｷ
6 ウバメガシ 姥眼樫 ﾌﾞﾅ 23 ツルグミ 蔓茱萸 ｸﾞﾐ
7 カクレミノ 隠れ蓑 ｳｺｷﾞ 24 トベラ 海桐 ﾄﾍﾞﾗ
8 カナメモチ 要黐 ﾊﾞﾗ 25 ネズ 杜松 ﾋﾉｷ
9 クスノキ 樟 ｸｽﾉｷ 26 ネズミモチ 鼠黐 ﾓｸｾｲ

10 クチナシ 梔子 ｱｶﾈ 27 ヒイラギ 柊 ﾓｸｾｲ
11 クロガネモチ 黒鉄黐 ﾓﾁﾉｷ 28 ヒサカキ 姫榊 ｻｶｷ
12 サカキ 榊 ｻｶｷ 29 マンリョウ 万両 ｻｸﾗｿｳ
13 シイ 椎 ﾌﾞﾅ 30 モチノキ 黐の木 ﾓﾁﾉｷ
14 シャシャンボ 小小坊 ﾂﾂｼﾞ 31 ヤツデ 八手 ｳｺｷﾞ
15 シャリンバイ 車輪梅 ﾊﾞﾗ 32 ヤブツバキ 薮椿 ﾂﾊﾞｷ
16 シラカシ 白樫 ﾌﾞﾅ 33 ヤブニッケイ 薮肉桂 ｸｽﾉｷ
17 スイカズラ 吸蔓 ｽｲｶｽﾞﾗ 34 ユズリハ 楪 ﾕｽﾞﾘﾊ



 2015.12.13資料

1 相生口 6 稲田口 11 サクラ・アベマキ 16 北尾根 21 相生小学校 25 もみじ谷

2 竹林 7 〈1号橋梁〉 12 ひろば 17 山根小学校 22 住宅地 26 徳林寺

3 ﾋﾒｶｻｷﾋﾞの谷 8 ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ木道 13 展望台跡 18 山根公園 23 葉書塔 27 相生山交差点

4 人工林 9 ツツジ道 14 ｼﾝﾎﾞﾙコナラ 19 〈道路予定地〉 24 崖上の道 28 鳴子北駅

5 ギャップ 10 梅畑 15 山根口 20 広い畑地 　　　　　　　　相生山の四季を歩く会

相生山緑地地図（東南部）
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