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ヒサカキの花を調べよう・3月

2021年締めて黄葉コナラ・12月
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お月さまと秋の虫・9月
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新年のごあいさつを申し上げます

2022年1月
自然のなかで

逆らわない

生き方を

ことしも

岐阜のフィールドで

人工林を自然林に

還す間伐を始めて

8年になります。

「相生山の四季を歩く会」の仲間たちも応援に遊びに

来てくれます。たくさんの人びとと楽しくお付き合い

できる活動を続けていきたいと思っています。

今年もよろしくお願いいたします

相生山の四季を歩く会 #146

2022.1.9

～ ことしも上を向いて歩こう。

空に鷹、樹枝に冬芽、梅畑に蕾、

新しい出会い求めて ～

◆今日の予定

9：00～早朝探鳥会（申込者15名）

9：30～定例観察会

昨年たくさん参加できた人紹介

13：00～新年会（申込者27名）

□今月の予定

1/14 午前10：00～（代表6名）

名古屋市との＃5「意見交換会」

相生山の未来、相生山の道路について

■来月の予定

2/13 9：30～ 定例観察会

テーマは 冬芽と葉痕

～今年もみんなで投票！

冬芽人気コンテスト～

午後1：30～ （代表2名）

＃4 「相生山緑地計画検討会」

**** ご意見お寄せください❢ *****
年賀状の詞書から 一部ご紹介

今年も のんびり楽しく

相生山を歩きたいと思います！

緑区・幸子

若い先生達もたのもしいですねネ。

今のままの相生山が続きますように。

昭和区・Ｃ

なかなか会に参加できませんが

行くたび心がホッとします。

守山区・蒼

近くに自然があって、いろいろ教えて

いただけて、相生山の四季を歩く会は

楽しいです。 緑区・ともこ

今年もどんな生きものに

出会えるかワクワクします。

緑区・良子

おかげさまで 近くに新しい世界が

広がりました。 瑞穂区・Ｎ.Ｙ

相生山の新しい魅力を教えて頂き

ありがとうございます。

天白区・きみ子
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探鳥コース図
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臨機応変予定表

1 相生口 9:00

2 ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ

9：40合流

3 広場

4 ターミナル

5 周回道路/

展望地

3 再合流11：40

探鳥コースは お正月でダラーッとした神経を集中させ

野生に出会い 自らの野生感覚を きたえ直すコースです

会えるかもしれないタカ（鷹）類

会えると嬉しい冬鳥や冬の鳥

心掛けが良ければ 会えるはず 相生山の野鳥たち

きっと会うだろう野鳥たち

人が放してしまって 野生化した子

＝ふつう 野鳥としては扱われない

神社仏閣や街中に普通に見られる子

1 ドバト・カワラバト 土鳩・河原鳩

色や鳴き声が超派手　※特定外来生物指定
2 ソウシチョウ 相思鳥

最近多く見かけるカラスの巣

標準和名 漢字表記 目 / 科 ひとことポイント memo

1 ミサゴ 鶚 ﾀｶ/ﾐｻｺﾞ 天白川の魚が好物

2 ハイタカ 灰鷹 翼：短,幅広　♂ハト大

3 オオタカ 大鷹 全長♀56㎝,♂50㎝

4 ノスリ 鵟 ノスリパッチ：翼角に黒班

ﾀｶ/ﾀｶ

1 トラツグミ 虎鶫 鵺（ぬえ）の鳴く夜は恐ろしい

2 シロハラ 白腹 警戒声は独特

3 ツグミ 鶫 胸張って「だるまさんが転んだ」

4 ルリビタキ 瑠璃鶲 幸せの青い鳥

5 ジョウビタキ 尉鶲 紋付着た、頭の白い「お尉さん」

6 モズ 鵙・百舌鳥 ｽｽﾞﾒ/ﾓｽﾞ 高鳴き、鳴きまね、生贄

7 アオジ 青鵐 ｽｽﾞﾒ/ﾎｵｼﾞﾛ 色と背中模様、谷筋でチッチッ

ｽｽﾞﾒ/ﾋﾀｷ

1 コゲラ 小啄木鳥 ｷﾂﾂｷ/ｷﾂﾂｷ 耳を澄ませばドラミング、声はギィー

2 カケス 鵥・掛巣 ｽｽﾞﾒ/ｶﾗｽ うるさいＪ‐Ａ　胸の青と白あざやか

3 ヤマガラ 山雀 警戒心が低い肝の座った子

4 シジュウカラ 四十雀 藍と白がキレイ　♀♂でネクタイに差

5 ウグイス 鶯 ｽｽﾞﾒ/ｳｸﾞｲｽ 地鳴きが薮で聞こえたけど。荒らされて

6 エナガ 柄長 ｽｽﾞﾒ/ｴﾅｶﾞ 数年前は混群の先頭に見ましたが…

ｽｽﾞﾒ/ｼｼﾞｭｳｶﾗ

標準和名 漢字表記 目 / 科 ひとことポイント memo

1 キジバト 雉鳩 ﾊﾄ/ﾊﾄ ドバトとの違い、野生の色

2 ハシボソガラス 嘴細鴉 ガーガー、頭は平い、田んぼのカラス

3 ハシブトガラス 嘴太鴉 カーカー、でこピン、山のカラス

4 ヒヨドリ 鵯 ｽｽﾞﾒ/ﾋﾖﾄﾞﾘ よく見るとカッコいい、やかましいけど

5 メジロ 目白 ｽｽﾞﾒ/ﾒｼﾞﾛ 声も動きも細やか、追いきれるかな？

6 ムクドリ 椋鳥 ｽｽﾞﾒ/ﾑｸﾄﾞﾘ 梅畑の地面を群れて歩いています

7 スズメ 雀 ｽｽﾞﾒ/ｽｽﾞﾒ 最近数が減ってます、なぜでしょう！

8 ハクセキレイ 白鶺鴒 ｽｽﾞﾒ/ｾｷﾚｲ 「駐車場の鳥」と教えてもらいました。

ｽｽﾞﾒ/ｶﾗｽ

じっとしてるのは

寒いでしょうけど

がんばってねっ
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一般コース図

今日の予定

1 相生口

2 ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ

9：40合流

3 北尾根

4 菅田口

5 菅田西分岐

6 周回道路・

展望地

7 ターミナル

8 広場 11：40
再合流・解散
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ヤマケイﾎﾟｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞ「野鳥」,「冬芽ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」文一総合出版,

「樹に咲く花」山渓ﾊﾝﾃﾞｲ図鑑,「木の見かた楽しみかた ﾂﾘｰ

ｳｵｯﾁﾝｸﾞ入門」朝日選書 などを参照に作成しました。

冬芽（ふゆめ）のようす

葉痕（ようこん）・芽鱗痕（がりんこん）

・維管束痕（いかんそくこん）

オオシマザクラ（大島桜）

維管束痕

No 標準和名 漢字表記 科 ひとことポイント　memo

1 ユズリハ 楪/杠 ﾕｽﾞﾘﾊ 譲り葉　　ヒメユズリハ（姫楪）,mixあり
2 マンリョウ 万両 ｻｸﾗｿｳ 果実は下に
3 センリョウ 千両 ｾﾝﾘｮｳ 果実は上に
4 ヤブコウジ 藪柑子 ｻｸﾗｿｳ 果実は下に　「十両」
5 アラカシ 粗樫 ﾌﾞﾅ カリン（花梨）とセットで「貸し借りん」

6 マツ 松 ﾏﾂ アイグロ（間黒）マツ？アイアカ（間赤）マツ？
7 クスノキ 樟/楠 ｸｽﾉｷ 樟脳　ご神木　名古屋市の木
8 ヤマザクラ 山桜 ﾊﾞﾗ 自然か植栽か？
9 シイ 椎 ﾌﾞﾅ たぶんスダジイ

10 サカキ 榊 ｻｶｷ 神さまと人間界の境木　暖帯性
11 ヒサカキ 姫榊 ｻｶｷ 暖温帯に広く生育　　メジロ、カラ類の食糧
12 ソヨゴ 冬青 ﾓﾁﾉｷ 雌雄異株　三河～東濃ではお正月飾りに

13 ムラサキシキブ 紫式部 ｼｿ 枝は対生　冬芽は裸芽
14 タブノキ 椨 暖帯の極相林の構成種
15 ザイフリボク 采振り木 ﾊﾞﾗ パラパラ生育　「襟巻」の冬芽

16 コナラ 小楢 ﾌﾞﾅ 雑木林（二次林）の代表種　　頂生側芽
17 カマツカ 鎌柄 ﾊﾞﾗ バラ科樹木の特徴　　短枝,鱗芽,光沢
18 ヤマコウバシ 山香ばし ｸｽﾉｷ 最近は受験生のお守りとか・・・
19 タカノツメ 鷹の爪 ｳｺｷﾞ 命名の由来を確かめよう
20 ネジキ 捻木 ﾂﾂｼﾞ 「塗り箸」まで 未だ少し
21 アズキナシ 小豆梨 ﾊﾞﾗ 残ってれば試食しましょう小豆そっくりの果実　　秤の目
22 ヤマウルシ 山漆 ｳﾙｼ 幼木は鋸歯あり　　裸芽で赤褐色の毛密生　　ヤマハゼ,ハゼノキ
23 ウスノキ 臼の木 ﾂﾂｼﾞ 毎年人気ﾅﾝﾊﾞｰ1の冬姿
24 リョウブ 令法 ﾘｮｳﾌﾞ 「陣笠」は稀少
25 ガマズミの仲間 莢蒾 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ 対生　芽鱗の赤がキレイ

一般コースは お正月でダラーッとした身体に

自然の中で活を入れ 元気感覚を呼び戻すコースです

新年に

縁起木

訪ねて

何となく

お芽出た

そうな

樹木たち

集合・・・・

相生山

では

稀少種

この冬は

冬芽・

葉痕を

観察する

習慣で

樹木から

エネルギー

受け取ろう

来月は

人気投票❣
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