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Letter

平成 27 年度総会を開催しました

ザーバー参加しました。このネットワークには去る

の事項について決定しました。

6 月 6 日にフォーラム講師をしていただいた渡邊愛

１．総会結果について

知教育大学教授、來住南愛知県自然環境課課長補佐

・議事録を作成する

が参加されています。総会議事は承認されましたが

２．今後の活動について

収入の部では県交付金約 300 万円、支出の部では苗
木循環モデル化事業が唯一の項目でした。これは愛
知森と緑づくり税（2009 年度から均等割り住民税に
500 円／年上乗せ）が財源。苗木作りは H25 からの

・NewsLetter、名刺などコピー及び発送作業単価
について、了承しました
・推進委員の方には年 2 回程度は拡大理事会へ参
加をお願いし、意見をいただく

3 か年計画なので本年度は最終年度にあたるので、

・アドバイザーは当面委嘱しない

できた苗木（樹高 50 センチくらいのコナラ、アベ

・事務局は非常駐のため転送電話を新規に契約し

写真は理事長挨拶と東海農政局、中部地方整備局来賓

マキなど約 2000 本）を植栽する場所の提供を求め

6 月 6 日(土)11:00～12:00 明治用水会館（愛知県安

ています。希望者は愛知県自然環境課生態系ネット

・活動団体訪問先として GW 輪之内に打診する

城市大東町 22-16）において、出席会員数 18 名、委

ワークグループ（TEL.052-954-6229）へ申しこめば

・環境デーなごや（9/19 開催）に参加する

任状提出者数 12 名、合計 30 名の出席で以下の議題

よいそうです。

・NewsLetter53 を 7 月下旬に発行。内容確認は

転送を受ける携帯電話は理事持ち回りとする

について審議し、全て承認されました。総会資料は

次回理事会に行う

グラウンドワーク東海ホームページに掲載していま

３．その他

す。

・犬山里山学研究所で池のカイボリ（外来魚駆除）

審議事項

計画中。GW-T も参加を企画する。

第 1 号議案

平成２6 年度事業報告について

第 2 号議案

平成２6 年度決算について

第 3 号議案

役員改選について

報告事項
第１号報告

理事長及び副理事長の選任につ

いて
第２号報告

平成２7 年度事業計画及び予算

について

・次回理事会は 7 月 23 日（木）開催とする。

第 2 回理事会を開催しました
議事の後、活動団体の取組発表があり、豊田市か

7 月 23 日（木）18:30 グラウンドワーク東海事務局

ら「生物多様性とよた戦略について」、ブラザー工業

にて竹谷理事長、中村理事、福田理事、伊貝理事、

㈱から「茅原沢自然環境保全地域でのモウソウチク

服部理事及び原田副理事長メール参加で開催。

の駆除について」、琴平ふくろう谷の会から「琴平ふ

主な内容は

くろう谷の会の活動について」の 3 団体の発表があ

・事務局電話転送用電話購入手続きを決めました。

（注）総会での議決は、定款に基づき当日までに平

りました。それぞれ中身のある発表でしたので資料

・新年度理事について法務局登記、H26 年度事業

成 27 年度会費を納入いただいた正会員で行いまし

などご希望の方は事務局へご連絡ください。

内容について名古屋市へ報告内容について確認し

た。

★7 月 26 日(日) 13:00～15:00「渥美半島生態系ネッ

ました。

第 1 回フォーラムを開催しました

トワーク協議会」フォーラム開催。田原文化会館で

・環境デーなごやの企画について検討しました

グラウンドワーク東海活動団体でもある NPO 法人

・NewsLetter53 の内容について検討しました。

総会終了後 13:00～17:00 新明治用水会館（愛知県

表浜ネットワーク田中代表理事が「砂浜とアカウミ

・次回理事会は 9 月 3 日（木）開催とする。

安城市大東町 22-16）及び現場で「改めて生物多様

ガメ、そして私たち」と題する発表をされました

性の価値を西三河・矢作川流域から考える」をテー

★8 月 29 日（土）30 日（日）
「企業緑地体感イベン

マとしてフォーラムを開催しました。終了後は恒例

ト LOVE!

の懇親会。

鉄常滑線朝倉駅 8:30 集合 17:00 解散。知多半島の生

内容についてはグラウンドワーク東海ホームページ

態系ネットワーク参加企業見学イベント。緑化状況

に掲載していますので是非ご一読ください。フォー

や工場の見学のほか流しソーメン体験ができます。

ラムの様子については翌日の 6 月 7 日付け中日新聞

参加費 500 円。要予約。問い合わせ先

（西三河版）に紹介されました。

080-4329-5824NPO 法人日本エコロジスト支援協会

写真は水田魚道視察の様子。

★9 月 4 日（金）14:00～16:30「あいち生物多様性

GREEN

DAY

環境デーなごや出展企画

2015」いずれの日も名

フォーラム」。愛知芸術文化センター12F アートスペ
ース A。愛知県主催、生物多様性自治体ネットワー
ク共催。国立環境研究所五箇氏の基調講演「生物多

生物多様性ネットワーク関連催し

様性を守るとは何か？～現状把握と将来に向けて」

9 月 19 日（土）10 時～16 時名古屋市栄久屋大通

や知多半島生態系ネットワーク協議会、西三河生態

公園エンゼル広場の「みんなつながる環境ひろば～

系ネットワーク協議会、新城設楽生態系ネットワー

世代やジャンルを超えた出会いと学び～」にテント

ク協議会の事例発表が予定されています。参加無料。

出展します。写真は昨年の滝とザリガニ釣り。今年

要予約。問合せ先 052-952-7381 あいち生物多様性

は生物多様性保全の観点から、ため池のカイボリに

フォーラム事務局

よる外来生物駆除にちなんだ展示を行うこととし、

第 1 回理事会を開催しました

関係者に協力をお願いすることとします。

★7 月 22 日（水）10:30～12:00「西三河生態系ネッ

6 月 23 日（火）18:30 グラウンドワーク東海事務

トワーク協議会」
（事務局：愛知県）総会。愛知県庁

局にて竹谷理事長、原田副理事長、伊貝理事、福田

で開催されたにグラウンドワーク東海事務局がオブ

理事及び山本（千）理事メール出席で開催し、以下

会員団体の活動紹介も展示したいので事務局まで
データを提供してください。
また、展示物設営・撤去など会員の皆様のご協力
をお願いします。

大畔池（おおぐろいけ）の池干しについて

おおぐろいけ

見学は自由ですが、池に入って参加したい方は胴長、
長靴など準備願います。
池は犬山里山学研究所の近くです。
駐車も事前申込により研究所駐車場で受入可能です。

グラウンドワーク小牧活動報告
グラウンドワーク小牧さんから活動状況について
報告をいただきましたのでご紹介します。
愛・ロードパートナーシッブ事業（道路清掃活動）

日時

6 月 21 日（日）13:00～14:30 天候曇り

場所

小牧市野口大山四季の森交差点～中央高速小

牧東インター取り付け道路３．０キロ
活動人員

5名

活動内容 歩道及び路側の全線ゴミ拾い
活動状況等 予定の 9 時は雨のため延期して 13 時の
開始と変更して不安定な天候に実施したため参加者
が激減した。放置ゴミも最近では最も少なく交通量
の多い中も作業も無事終わることが出来た。
「ポイ捨
てのゴミ」は例年通りビン・カン・弁当ガラが多か
った。
収集ゴミ 燃えるゴミ 2 袋。不燃ゴミ（不分別）６
袋

一般財団法人日本グラウンドワーク協会からお知らせ
グラウンドワークで地域再生・活性化を目指し、全国で多様な活動を展開する皆

ぜひともごネットワークへの登録をお願いします！ 登録は無料です。

様の情報を集約するとともに、グラウンドワーク活動団体間での情報交換や企業

http://groundwork.or.jp/activities/network/about

及び行政機関などにも、積極的な働きかけを行いたいと考えております。

グラウンドワークサポーター募集及びサポーター派遣依頼募集
NewsLetter50 号、51 号（グラウンドワーク東海ホームページ掲載）のとおり
活動団体に助言等を行うグラウンドワークサポーターを募集しています。

また、サポーター派遣依頼も受け付けていますので適時、事務局へメールでご
連絡ください。

会費納入のお願い
改めて平成 27 年度会費未納の方へ納入手続きをご案内いたします。口座番号などは以下のとおりです。請求書が必要な方は事務局へメール、FAX などでお知らせ
ください。すでに納入いただきました方は失礼をお許しください。
金融機関
口座番号
口座名義

会費

（振替用紙ご利用）
郵便局（ゆうちょ銀行）
郵便局（ゆうちょ銀行）
三菱東京 UFJ 銀行
名古屋営業部

００８８０-８-３５７５８

ＮＰＯ グラウンドワーク東海

記号 １２１６０
番号 ４５９６９５９１
店番 １５０ 普通
番号 ５７５９６０３

特定非営利活動法人
グラウンドワーク東海
特定非営利活動法人
グラウンドワーク東海

個人正会員様 １０，０００円／
年／口
個人協力会員様 ３，０００円／
年／口
企業・活動団体様 事務局へメー
ルでご確認ください

