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Ⅱ 主な活動の記録 

☆ 総会 

項目 開催日 総会･研修会の開催場所 参加者数 

第 1 回 H8.4.27 愛知県緑化センター･昭和の森（豊田市） 10 名 

第 2 回 H9.4.19 愛知県労働者研修センター･東海自然歩道（瀬戸市） 8 名 

第 3 回 H10.4.11 愛知県緑化センター･昭和の森（豊田市） 11 名 

第 4 回 H11.4.10 フォレスタヒルズ･トヨタの森（豊田市） 10 名 

第 5 回 H12.3.12 参州楼･キノコ生産地（豊田市） 9 名 

第 6 回 H13.4.22 愛知県民の森（新城市） 11 名 

第 7 回 H14.5.19 長久手中央図書館（長久手市）･海上の森（瀬戸市） 16 名 

第 8 回 H15.4.13 段戸裏谷原生林（設楽町） 21 名 

第 9 回 H16.4.17 森林交流館･定光寺自然休養林（瀬戸市） 25 名 

第 10 回 H17.4.24 あすけ里山ユースホステル･勘八山（豊田市） 17 名 

第 11 回 H18.4.16 里山サテライト･海上の森（瀬戸市） 21 名 

第 12 回 H19.4.15 あいち海上の森センター･海上の森（瀬戸市） 23 名 

第 13 回 H20.4.19 三河材流通加工センター（ホルツ三河）（新城市） 23 名 

第 14 回 H21.4.19 愛知県緑化センター･昭和の森（豊田市） 24 名 

第 15 回 H22.4.18 豊田市生涯学習ｾﾝﾀｰ足助交流館･香嵐渓 飯盛山（豊田市） 29 名 

第 16 回 H23.4.24 豊田市自然観察の森（豊田市） 31 名 

第 17 回 H24.4.14 段戸裏谷原生林（設楽町） 25 名 

第 18 回 H25.4.21 あいち海上の森センター･海上の森（瀬戸市） 31 名 

第 19 回 H26.4.20 愛知県緑化センター･昭和の森（豊田市） 18 名 

第 20 回 H27.4.5 豊田市生涯学習センター足助交流館（豊田市） 19 名 
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☆ 愛知県林業振興基金事業（平成 7～12 年度）※11 年度からは本会委託事業 

開催日 開催場所 内 容 対応者（敬称略） 

H7.7.25 くらがり渓谷（岡崎市） 「森林文化セミナー」 

自然観察の講師 

山崎 

H7.11.5 財賀寺周辺の森林 

（豊川市） 

「森林浴体験」 

森林観察の講師 

今泉 

H8.10.6 昭和の森（豊田市） 「森とのふれあい」 

自然観察の講師 

加藤(充)、山崎 

H8.11.9 吉祥山（豊橋市） 「森林浴のつどい」 

森林浴の講師 

今泉、加藤(充) 

H9.10.26 三河湖周辺の森林 

（豊田市） 

「森とのふれあい」 

森林観察の講師 

山崎 

H9.11.8 遠見山（豊川市） 「森に包まれて」 

森林観察の講師 

加藤(充) 

H9.11.16 愛知県野外教育センター
周辺の森林（岡崎市） 

「森との出会い」 

森林観察の講師 

山崎 

H10.9.27 猿投山（豊田市） 「森林文化セミナー」 

森林観察の講師 

三河、岡田、近藤、山崎 

H10.10.25 寧比曽岳（豊田市） 「森林文化セミナー」 

森林観察の講師 

三河、浅井、酒井、遠山 

H10.11.14 宮路山（豊川市） 「森林浴体験」 

森林浴の講師 

三河、加藤(充)、辻、 

山崎 

H11.10.30 吉祥山（豊橋市） 「森林浴体験」 

森林浴の講師 

三河、岡田、加藤(充)、

近藤、遠山、山崎 

H11.11.14 くらがり渓谷（岡崎市） 「森林文化セミナー」 

自然観察の講師 

三河、今泉、浦井、岡田、

加藤(充)、近藤、山崎 

H12.10.28 昭和の森（豊田市） 「森林文化セミナー」 

森林観察の講師 

岡田、浦井、加藤(充)、 

加藤(美)、児玉、森田、

山口、山崎 

H12.11.11 吉祥山（豊橋市） 「森林浴体験」 

森林浴の講師 

岡田、今泉、加藤(充)、 

加藤(美)、山口、山崎 

 

☆ 豊橋市主催事業（平成 13～16 年度） 

開催日 開催場所 内  容 対応者（敬称略） 

H13.10.13 吉祥山（豊橋市） 「秋の吉祥山を歩こう」の講師 加藤(充)、加藤(美)、 

山崎 

H14.11.17 吉祥山（豊橋市） 「秋の吉祥山を歩こう」の講師 岡田、加藤(充)、津田、 

松崎(淳) 

H15.10.5 吉祥山（豊橋市） 「吉祥山森林浴」の講師 岡田、加藤(充)、津田、 

松崎(淳)、松崎(章) 

H17.1.23 吉祥山（豊橋市） 「親子ふれあい教室 in 吉祥山～吉

祥山から富士山を見よう」の講師 

岡田、大屋、加藤(充)、 

小堀、佐竹、田井、田代 
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☆ 愛知県森林･林業技術センター研修事業（平成 13～17 年度、平成 20 年度） 

開催日 開催場所 内  容 対応者（敬称略） 

H13.5.8 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 加藤(充)、加藤(美) 

H13.6.4 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ入門」の講師 山崎 

H14.4.26 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 加藤(充)、加藤(美) 

H14.6.4 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ入門」の講師 山崎 

H15.5.8 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 山崎、山本 

H15.6.19 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ入門」の講師 加藤(充)、小堀 

H16.5.13 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 山崎、山本 

H16.6.17 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門」の講師 山本 

H17.5.13 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 山崎、山本 

H17.6.17 県森林･林業技術ｾﾝﾀｰ（新城市） 「森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門」の講師 山本 

H20.7.30 愛知県民の森（新城市） 「指導者養成研修」の講師 今泉、加藤(充) 

H20.7.31 佐布里池（知多市） 「指導者養成研修」の講師 小堀 

 

☆ NPO 穂の国森づくりの会主催事業（平成 14～19 年度） 

開催日 開催場所 内  容 対応者（敬称略） 

H14.6.2 愛知県民の森 
（新城市） 

自然観察･ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ 岡田、今泉、加藤(充)、加藤(美)、

佐竹、田中(剛)、永井、松崎(淳) 

H15.6.8 愛知県民の森 
（新城市） 

親子自然観察会 岡田、加藤(充)、松崎(淳) 

H16.6.19 愛知県民の森 
（新城市） 

子供ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ大会 加藤(充)、小堀、田井、松崎(淳)、

山崎 

H17.6.25 愛知県民の森 
（新城市） 

子供ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ大会 岡田、加藤(充)、加藤(美)、田代、 

松崎(淳)、横田 

H17.10.28 

H17.11.7 

愛知県民の森 

（新城市） 

豊橋市立鷹丘小学校の野外
学習の講師 

小堀、田代、山崎 

H18.6.25 愛知県民の森 
（新城市） 

子供ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ大会 五十川、加藤(充)･(美)、蔵冨、小堀、

柴田、田代、松崎(淳)･(章)、横田 

H18.9.6 愛知県民の森 
（新城市） 

豊橋市立羽根井小学校の野
外学習の講師 

五十川、奥村、小堀、田代、田中(剛)、 

山崎 

H18.9.19 愛知県民の森 
（新城市） 

豊橋市立磯部小学校の野外
学習の講師 

五十川、今泉、奥村、小堀、田代、 

田中(剛)、山崎 

H18.10.20 愛知県民の森 
（新城市） 

豊橋市立花田小学校の野外
学習の講師 

五十川、今泉、奥村、小堀、田代、 

田中(剛)、横田 

H19.6.24 愛知県民の森 
（新城市） 

子供ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ大会 岡田、五十川、加藤(充)、加藤(美)、 

田代、松崎(淳)、松崎(章)、横田 

H19.7.10 愛知県民の森 
（新城市） 

蒲郡市立西浦小学校の野外
学習の講師 

生島、五十川、今泉、小堀、田代 

 

H19.9.11 愛知県民の森 
（新城市） 

豊橋市立多米小学校の野外
学習の講師 

五十川、生島、今泉、加藤(美)、 

小堀、田代 

H19.9.12 愛知県民の森 
（新城市） 

豊橋市立多米小学校の野外
学習の講師 

今泉、小堀 
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☆ 豊川市の小学校の野外学習事業（平成 18～27 年度） 

開催日 開催場所 内  容 対応者（敬称略） 

H18.7.6 段戸裏谷原生林（設楽町） 中部小学校野外学習の講師 今泉 

H20.6.12 段戸裏谷原生林（設楽町） 八南小学校野外学習の講師 加藤(美)、木村、田代 

H21.6.17 段戸裏谷原生林（設楽町） 中部小学校野外学習の講師 田代 

H21.9.17 段戸裏谷原生林（設楽町） 三蔵子小学校野外学習の講師 田代 

H22.5.31 段戸裏谷原生林（設楽町） 御津南部小学校野外学習の講師 田代 

H22.6.9 段戸裏谷原生林（設楽町） 国府小学校野外学習の講師 加藤(美) 

H22.6.16 段戸裏谷原生林（設楽町） 中部小学校野外学習の講師 田代 

H22.7.1 段戸裏谷原生林（設楽町） 赤坂小学校野外学習の講師 田代 

H23.7.1 段戸裏谷原生林（設楽町） 赤坂小学校野外学習の講師 田代 

H24.7.11 段戸裏谷原生林（設楽町） 国府小学校野外学習の講師 加藤(美) 

H24.7.30 段戸裏谷原生林（設楽町） 御津南部小学校野外学習の講師 加藤(美) 

H25.6.27 段戸裏谷原生林（設楽町） 国府小学校野外学習の講師 加藤(美) 

H25.7.2 段戸裏谷原生林（設楽町） 中部小学校野外学習の講師 加藤(美) 

H25.7.4 段戸裏谷原生林（設楽町） 小坂井西小学校野外学習の講師 加藤(美) 

H25.7.10 段戸裏谷原生林（設楽町） 御津南部小学校野外学習の講師 加藤(美) 

H26.6.17 段戸裏谷原生林（設楽町） 国府小学校野外学習の講師 加藤(美)、木村 

H26.6.19 段戸裏谷原生林（設楽町） 中部小学校野外学習の講師 加藤(美)、田代 

H26.6.24 段戸裏谷原生林（設楽町） 東部小学校野外学習の講師 田代 

H26.6.30 段戸裏谷原生林（設楽町） 八南小学校野外学習の講師 加藤(美)、田代 

H26.7.24 段戸裏谷原生林（設楽町） 御津南部小学校野外学習の講師 木村 

H26.8.6 段戸裏谷原生林（設楽町） 小坂井西小学校野外学習の講師 木村 

H26.9.10 段戸裏谷原生林（設楽町） 三蔵子小学校野外学習の講師 田代 

H27.6.3 段戸裏谷原生林（設楽町） 一宮西部小学校野外学習の講師 田代 

H27.6.17 段戸裏谷原生林（設楽町） 国府小学校野外学習の講師 鵜飼、加藤(美) 

H27.6.23 段戸裏谷原生林（設楽町） 東部小学校野外学習の講師 今泉、田代 

H27.6.25 段戸裏谷原生林（設楽町） 八南小学校野外学習の講師 木村 

H27.7.2 段戸裏谷原生林（設楽町） 小坂井西小学校野外学習の講師 木村 

H27.8.3 段戸裏谷原生林（設楽町） 豊小学校野外学習の講師 鵜飼、加藤(美) 

H27.9.7 段戸裏谷原生林（設楽町） 御油小学校野外学習の講師 鵜飼、加藤(美) 

H27.9.29 段戸裏谷原生林（設楽町） 小坂井東小学校野外学習の講師 今泉、木村 
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☆ なごや環境大学共育講座事業（平成 20～27 年度）※23 年度からは本会主催事業 

開催日 開催場所 内  容 対応者（敬称略） 

H20.5.5 海上の森 

（瀬戸市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

高岡、鵜飼、大澤、北岡、蔵冨、

横田 

H20.8.5 東山植物園 

（名古屋市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

高岡ほか 

H20.10.19 海上の森 

（瀬戸市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

高岡、鵜飼、大澤、北岡、横田 

H21.5.5 海上の森 

（瀬戸市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

高岡、飯嶋、鵜飼、大澤、谷藤 

H21.8.2 東山植物園 

（名古屋市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

高岡、井藤、鵜飼、北岡、蔵冨、

谷藤 

H21.10.25 海上の森 

（瀬戸市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

高岡、飯嶋、大澤、北岡 

H22.5.5 東山植物園 

（名古屋市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

鵜飼、生島、大澤、蔵冨、長谷川 

H22.6.20 城山八幡宮 

（名古屋市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

鵜飼、生島、大澤、高岡、長谷川 

H22.8.1 東山植物園 

（名古屋市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

鵜飼、生島、伊藤、大澤、蔵冨、

高岡、谷藤、長谷川、武馬 

H22.10.17 東山植物園 

（名古屋市） 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑあいち主催 

「子ども樹木博士」 

鵜飼、飯嶋、生島、伊藤、大澤、

谷藤、長谷川 

H23.4.29 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 岡田、鵜飼、安部、生島、伊藤、大澤、

尾関、坂井、相馬、高岡、谷藤、武馬 

H23.6.5 相生山緑地 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 岡田、鵜飼、生島、大澤、尾関、

相馬、高岡、谷藤、武馬 

H23.7.31 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 鵜飼、飯嶋、生島、大澤、尾関、

坂井、高岡、谷藤 

H23.11.20 城山八幡宮 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 鵜飼、安部、飯嶋、生島、伊藤、

尾関、神谷、高岡、谷藤、長谷川 

H24.5.6 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 鵜飼、安部、飯嶋、生島、大澤、

神谷、坂井、高岡、谷藤 

H24.6.17 相生山緑地 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 鵜飼、安部、生島、大澤、坂井 

H24.8.26 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 鵜飼、飯嶋、生島、大澤、神谷、

谷藤、武馬 

H24.10.28 相生山緑地 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 鵜飼、安部、生島、大澤、神谷、

高岡、谷藤、武馬 

H25.4.14 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士（花はどんな
形をしているの？）」の実施 

鵜飼、飯嶋、尾関、神谷、蔵冨、

高岡、谷藤 

H25.6.30 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士（森に降った
雨はどこにいくの？）」の実施 

鵜飼、安部、生島、神谷、谷藤、

武馬 

H25.8.4 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士（森と生き物
のかかわり）」の実施 

鵜飼、生島、大澤、神谷、谷藤、

武馬 
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開催日 開催場所 内  容 対応者（敬称略） 

H26.4.13 東山植物園 

（名古屋市） 

「なごやの緑を楽しもう～桜を
楽しもう」の実施 

鵜飼、安部、飯嶋、生島、大澤、

尾関、神谷、谷藤、武馬、水谷(由) 

H26.6.8 東山植物園 

（名古屋市） 

「なごやの緑を楽しもう～都市
公園を楽しもう」の実施 

鵜飼、神谷、相馬、武馬、水谷(由) 

H26.7.27 平和公園 

（名古屋市） 

「なごやの緑を楽しもう～里山

を楽しもう」の実施 

鵜飼、大澤、尾関、神谷、相馬、

谷藤 

H27.6.7 名城公園 

（名古屋市） 

「子どもも大人も樹木博士～樹
木の基礎知識」の実施 

飯嶋、安部、五十川、井藤、鵜飼、 

大澤、尾関、小林、谷藤、水谷(由) 

H27.7.5 平和公園 

（名古屋市） 

「子どもも大人も樹木博士～森
の成り立ちと森の恵み」の実施 

飯嶋、生島、鵜飼、尾関、小林、

谷藤、水谷(由) 

H27.8.2 東山植物園 

（名古屋市） 

「子どもも大人も樹木博士～樹
木博士の認定講座」の実施 

飯嶋、生島、五十川、井藤、鵜飼、 

大澤、尾関、谷藤 

 

☆ SAVE JAPAN プロジェクト事業（平成 25～27 年度） 

開催日 開催場所 内  容 対応者（敬称略） 

H25.10.19 久屋大通公園 

（名古屋市） 

「なごやの樹木と友達になる会

～街路樹」の実施 

鵜飼、安部、飯嶋、生島、 

大澤、神谷、蔵冨、谷藤、 

武馬、水谷(由) 

H25.12.7 平和公園 

（名古屋市） 

「なごやの樹木と友達になる会

～里山の樹木」の実施 

鵜飼、安部、飯嶋、生島、 

神谷、蔵冨、相馬、谷藤、 

武馬、水谷(由) 

H26.9.7 小幡緑地 

（名古屋市） 

「都市に残るマメナシの自生地

を歩こう」の実施 

鵜飼、五十川、大澤、尾関、

神谷、谷藤、水谷(由) 

H26.10.12 天白公園 

（名古屋市） 

「都市のまん中で里山体験」の

実施 

鵜飼、飯嶋、生島、大澤、 

武馬 

H27.10.25 愛･地球博記念

公園（長久手市） 

「フモトミズナラの森を知る」

の実施 

大澤、安部、飯嶋、鵜飼、 

尾関、加藤(充)、谷藤、武馬、 

水谷(由) 

 

☆ 東山動植物園の春･秋まつり事業（平成 25～27 年度） 

開催日 開催場所 内  容 対応者（敬称略） 

H25.10.13 東山植物園 

（名古屋市） 

クラフト教室の実施 鵜飼ほか 

H26.5.6 東山植物園 

（名古屋市） 

樹木を探すｳｫｰｸﾗﾘｰ、ﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾄ

の実施 

鵜飼、神谷、相馬、水谷(由) 

H27.5.6 東山植物園 

（名古屋市） 

樹木を探すｳｫｰｸﾗﾘｰ、ｻｸﾗの枝の

ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝづくりの実施 

神谷、飯嶋、生島、水谷(由) 

H27.10.31 東山植物園 

（名古屋市） 

樹木を探すｳｫｰｸﾗﾘｰ、ﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾄ

の実施 

神谷、安部、飯嶋、生島、 

尾関、田中(剛)、武馬 
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Ⅲ 年度別の主な活動記録 

＜平成 7 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

3.11 豊田市自然観察の森 

（豊田市） 

第 1 回打合せ・研修会（担当：山崎） 

午前：会の運営方法の検討。研修会をメ

ンバーが順番に担当し、場所を変えて実

施していくこととする。 

午後：自然観察の森で観察会  

今泉、岡田、春日井、 

鈴木(基)、辻、三河、 

山崎 

7.25 くらがり渓谷 

（岡崎市） 

県林業振興基金事業「森林文化セミナー」 

くらがり渓谷の自然観察の講師 

山崎 

9.9 ㈱キョウリツ、大橋

氏山林 

（新城市･静岡県浜

松市天竜区佐久間

町） 

第 2 回打合せ・研修会（担当：鈴木(基)） 

㈱キョウリツにて絞丸太等の見学。佐久

間町へ移動し、㈱キョウリツ社長大橋氏

の所有山林にて複層林、絞丸太生産林を

見学。研修会終了後、打合せ。 

支部組織を設立し、全国会より1人1,000

円の助成金を受けることとする。 

名称は、「森林インストラクター会“愛”」。 

代表は、三河正敏。 

今泉、岡田、 

鈴木(基)、辻、山崎 

11.5 財賀寺周辺の森林 

（豊川市） 

県林業振興基金事業「森林浴体験」 

財賀寺周辺の森林観察の講師 

今泉 

 

＜平成 8 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.27 愛知県緑化センター

昭和の森 

（豊田市） 

設立総会・研修会（担当：辻） 

午前：総会 設立説明、会則の決定。 

代表は、三河正敏。事務局は三河宅。 

午後：昭和の森にて自然観察  

三河、山田（は）、今

泉、岡田、加藤(充)、

川野、鈴木(基)、辻、

中島、山崎 

7.31 

～8.1 

愛知県林業センター

(現名称  愛知県森

林･林業技術センタ

ー) 

（新城市） 

県林業研修の講師 

7 月 31 日 午前：県より森林･林業の普及

啓発の講義。午後：森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰによる

講義。 

8 月 1 日 午前：県指導により間伐研修。

午後：森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ指導により自然観察。 

三河、今泉、 

加藤(充)、辻、山崎 

10.6 愛知県緑化センター

昭和の森（豊田市） 

県林業振興基金事業「森とのふれあい」 

昭和の森の自然観察の講師 

加藤(充)、山崎 

11.9 吉祥山 

（豊橋市） 

県林業振興基金事業「森林浴のつどい」 

吉祥山の森林浴の講師 

今泉、加藤(充) 
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＜平成 9 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.19 愛知県労働者研修 

センター 

（瀬戸市） 

総会・研修会 （担当：三河） 

午前：総会 あいちの山村展等の打合せ 

午後：東海自然歩道にて自然観察  

 

三河、浅井、岡田、 

加藤(充)、鈴木(基)、

遠山、藤城、山崎 

5.18 海上の森 

（瀬戸市） 

研修会 （担当：山崎） 

四ツ沢の広場へ集合し、篠田砂防池で昼

食、物見山へ登って林道を下山。  

浅井、岡田、 

加藤(充)、鈴木(基)、

辻、遠山、山崎 

7.19 

7.20 

久屋大通公園 

（名古屋市） 

「あいちの山村展」 

もちの木広場において自然観察会の実施 

三河、岡田、 

加藤(充)、辻、山崎 

10.26 三河湖周辺の森林 

（豊田市） 

県林業振興基金事業「森とのふれあい」 

三河湖周辺の森林観察の講師 

山崎 

11. 8 遠見山 

（豊川市） 

県林業振興基金事業「森に包まれて」 

遠見山の森林観察の講師 

加藤(充) 

11.16 愛知県野外教育セン

ター周辺の森林 

（岡崎市） 

県林業振興基金事業「森との出会い」 

県野外教育センター周辺の森林観察の講

師 

山崎 

 

＜平成 10 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.11 愛知県緑化センター 

昭和の森 

（豊田市） 

総会・研修会  

午前：総会 県林業振興基金事業等の打

合せ 

午後：昭和の森にて自然観察  

三河、今泉、岡田、 

加藤(充)、近藤、 

酒井、佐藤、辻、 

遠山、藤城、山崎 

9.12

～9.13 

京都大学芦生演習林 

「芦生の森」 

（京都府） 

研修会  

9 月 12 日：北山杉資料館の見学 

9 月 13 日：芦生の森にて自然観察  

三河、浅井、岡田、 

加藤(充)、加藤(美)、

酒井、鈴木(基)、 

遠山、山崎 

9.27 

 

猿投山 

（豊田市） 

県林業振興基金事業「森林文化セミナー」 

猿投山の森林観察の講師 

三河、岡田、近藤、 

山崎 

10.25 寧比曽岳 

（豊田市） 

県林業振興基金事業「森林文化セミナー」 

寧比曽岳の森林観察の講師 

三河、浅井、酒井、

遠山 

11.14 宮路山 

（豊川市） 

県林業振興基金事業「森林浴体験」 

宮路山の森林浴の講師 

三河、加藤(充)、 

辻、山崎 
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＜平成 11 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.10 フォレスタヒルズ 

トヨタの森 

（豊田市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業の打合せ 

午後：トヨタの森にて自然観察  

※今年度より県林業振興基金事業につい

て、本会への委託事業となる。 

三河、今泉、浦井、

岡田、加藤(充)、 

近藤、辻、遠山、 

藤城、山崎 

6.20 海上の森 

（瀬戸市） 

研修会  

吉田川～物見山～屋戸川上流にかけて自

然観察 

  

三河、浦井、岡田、 

加藤(充)、酒井、辻、

山崎 

8.14 

 

 

定光寺野外活動セン

ター（瀬戸市） 

ボーイスカウト江南第３団カブ隊の森林

観察講師 （ＣＢＣテレビの取材あり） 

ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ～ｶﾓﾌﾗｰｼﾞｭ、私の木、 

木の高さ･樹齢当て、宝物探し等 

浦井、岡田、 

加藤(充)、遠山、 

山崎 

9.29 

 

 

豊橋市多米町の森林 

（豊橋市） 

豊橋市青年会議所主催イベントの講師 

午前：間伐・枝打ち 

午後：自然観察 

加藤(充)、山崎 

10.30 

 

 

吉祥山 

（豊橋市） 

県林業振興基金の委託事業「森林浴体験」 

吉祥山の森林浴の講師 

 

三河、岡田、 

加藤(充)、近藤、 

遠山、山崎 

11.14 くらがり渓谷 

（岡崎市） 

県林業振興基金の委託事業「森林文化セ

ミナー」 

くらがり渓谷の自然観察の講師 

 

三河、今泉、浦井、

岡田、加藤(充)、 

近藤、山崎 

11.23 海上の森 

（瀬戸市） 

研修会  

四ツ沢～海上砂防池～篠田砂防池～篠田

川にかけて自然観察 

  

三河、今泉、浦井、

岡田、鈴木(基)、 

遠山、山崎 
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＜平成 12 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

3.12 参州楼 

（豊田市足助町） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 

午後：ｷﾉｺ生産者の天野敬一氏（足助町）

を訪問し、ｷﾉｺ生産現場の視察、 

ｼｲﾀｹ、ﾋﾗﾀｹ、ﾅﾒｺ、ﾏｲﾀｹの栽培方

法等について研修した。  

三河、浅井、浦井、 

加藤(充)、加藤(美)、 

児玉、辻、山口、 

山崎 

4.15

～4.16 

海上の森ほか 

（瀬戸市） 

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会東京会との交流会  

15 日：飯盛山、三足元国有林の散策、 

   ｱｲﾘｽ愛知にて懇親会（泊） 

16 日：海上の森 屋戸川上流～海上集落

～物見山～海上砂防池にかけて自

然観察 東京会から 11 名が参加 

三河、浅井、浦井、

岡田、加藤(充)、 

加藤(美)、児玉、 

鈴木(基)、森田、 

山口、山崎 

5.16 

～5.17 

 

 

愛知県労働者研修セ

ンター・定光寺自然

休養林（瀬戸市） 

森林環境教育全国シンポジウム 

主催：全国森林組合連合会 

分科会 3「林業と森林の魅力を伝える森

林環境教育の実践」において、愛知県の

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ活動について報告した。 

三河、加藤(充)、 

ほか 

5.28 

 

 

長久手市文化の家 

（長久手市） 

臨時総会 

県の「ふれあいの森（仮称）整備計画」

に関する事業、県林業振興基金の委託事

業について打合せ 

三河、今泉、浦井、

岡田、加藤(充)、 

児玉、森田、山口 

 

7.1  役員改選 代 表 三河正敏→岡田孝彦 

事務局 三河正敏→加藤充俊 

 

8.27 長久手市文化の家 

（長久手市） 

「ふれあいの森（仮称）整備計画」によ

る「森とのふれあい自然観察会」に関す

る打合せ 

岡田、三河、浅井、

浦井、加藤(充)、 

加藤(美)、児玉、 

鈴木(基) 

9.30 八曽自然休養林 

（犬山市） 

小牧青年会議所主催「THE 体験 サバイ

バル」の講師 

食べられる実や危険な植物等の観察、森

林クイズ等の実施 

岡田、浦井、 

加藤(充)、加藤(美)、 

森田、山口、山崎 

10.28 昭和の森 

（豊田市） 

県林業振興基金の委託事業 

「森林文化セミナー」 

昭和の森の森林観察の講師 

岡田、浦井、加藤(充)、

加藤(美)、児玉、森田、

山口、山崎 

11.11 

 

 

吉祥山 

（豊橋市） 

県林業振興基金の委託事業 

「森林浴体験」 

吉祥山の森林浴の講師 

岡田、今泉、 

加藤(充)、加藤(美)、 

山口、山崎 
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＜平成 13 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.22 愛知県民の森 

（新城市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ、全国会からの

助成金が打ち切られたため、今年

度より年会費 1,000 円を徴収する

こととなった。 

午後：県民の森にて自然観察  

岡田、浅井、浦井、 

加藤(充)、加藤(美)、 

児玉、鈴木(章)、 

鈴木(基)、辻、平岡、

山崎 

5.8 

 

 

愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 

森林野外活動における注意点等の講義、 

野外料理（竹ﾊﾟﾝ、ﾖﾓｷﾞｸｯｷｰ）、木工工作

（三角木馬の制作）指導、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ実施 

加藤(充)、加藤(美) 

 

 

6.4 愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ入門」の講師 

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ試験、森林･林業に関する講

義、自然観察 

山崎 

7.1 大原調整池周辺の森

林 

（新城市） 

新城青年会議所主催「やっちゃおう、言

っちゃおう－それが変革の第一歩」の講

師 

ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ、森林クイズ、自然観察の実施 

岡田、天田、今泉、

加藤(充)、加藤(美)、

田中(太)、鈴木(章)、

平岡 

10.8 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊橋青年会議所主催「エコレンジャー  

豊川水源地での植林体験＆原生林の散

策」の講師 

ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑの実施、自然観察の講師 

岡田、天田、 

加藤(充)、加藤(美)、 

松崎(淳) 

10.13 

 

 

吉祥山 

（豊橋市） 

豊橋市主催「秋の吉祥山を歩こう」 

吉祥山の森林浴の講師 

 

加藤(充)、加藤(美)、 

山崎 

12.16 長久手交流プラザ 

（長久手市） 

愛知万博のボランティアに関する打合せ 

 

岡田、天田、今泉、 

奥村、加藤(充)、 

加藤(美)、鈴木(章)、 

鈴木(基)、辻、松崎、

山崎 

2.16

～2.17 

ポートメッセなごや 

（名古屋市） 

全国木材組合連合会主催「木と暮らすフ

ェスティバル 2002 名古屋」 

東京会と連携し、展示パネルの説明、木

工教室（フォトフレーム作成）の指導 

岡田、鈴木(章)、 

鈴木(基)、山崎 
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＜平成 14 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.26 愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 

森林野外活動における注意点等の講義、 

野外料理（ﾖﾓｷﾞ団子）、木工工作（木の笛

づくり）体験指導、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑの実施 

 

加藤(充)、加藤(美) 

 

 

5.19 長久手中央図書館会

議室、海上の森 

（長久手市、瀬戸市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 

午後：海上の森にて自然観察  

 

岡田始め 16 名 

6.2 愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「愛知県

民の森散策」の講師 

自然観察、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑの実施 

岡田、今泉、 

加藤(充)、加藤(美)、

佐竹、田中(剛)、 

永井、松崎(淳) 

6.4 愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ入門」の講師 

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ試験、森林･林業に関する講

義、自然観察 

 

山崎 

9.5 愛知県庁 

（名古屋市） 

「森の名手･名人 100 人」選考委員会 

 

岡田 

10.12 小幡緑地 

（名古屋市） 

東海テレビ「ぴーかんテレビ」取材 山崎 

11.17 

 

吉祥山 

（豊橋市） 

豊橋市主催「秋の吉祥山を歩こう」 

吉祥山の森林浴の講師 

 

岡田、加藤(充)、 

津田、松崎(淳) 

11.18 新城市商工会館 

（新城市） 

新城青年会議所例会「森のパワーと森の

種類」の講演 

 

加藤(充) 

11.23 東海市山の家、 

鳳来寺山の表参道沿

いの森林（新城市） 

新城青年会議所主催「森と人とのいい関

係」の講師 

「鳳来寺山もみじまつり」開催日に、東

海市山の家～表参道沿いの森林におい

て、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑを実施 

 

加藤(充)、加藤(美)、 

津田、永井 
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＜平成 15 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.13 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 

午後：愛知森林管理事務所職員の案内に

より、段戸裏谷原生林を散策  

岡田始め 21 名 

5.8 愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 

森林野外活動における注意点等の講義、 

自然観察の実施 

 

山崎、山本 

 

 

5.24 吉祥山 

（豊橋市） 

吉祥山にて研修会を開催  加藤(充)始め 13 名 

6.8 愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「愛知県

民の森 親子自然観察会」の講師 

自然観察、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑの実施 

岡田、加藤(充)、 

松崎(淳) 

6.15 愛知県民の森 

（新城市） 

日本山岳会東海支部主催「森の勉強会」

の講師 

今泉 

6.19 愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ入門」の講師 

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ試験、森林･林業に関する講

義、自然観察 

 

加藤(充)、小堀 

8.23 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

あいちエコユース養成講座フィールド研

修「森と山里で見つけよう 本当に大切な

こと」の講師 

 

岡田、加藤(充)、 

佐竹、田中(剛)、 

水谷(嘉)、松崎(淳) 

10.5 吉祥山 

（豊橋市） 

豊橋市主催「吉祥山森林浴」 

吉祥山の森林浴の講師 

 

岡田、加藤(充)、 

津田、松崎(章)、 

松崎(淳) 

12.24 愛知県東大手庁舎 

（名古屋市） 

県有林野の利活用に係る意見交換会 岡田、山崎 

1.18 愛知県緑化センター 

（豊田市） 

今年度事業の報告、来年度事業の打合せ、 

本会のメーリングリストを立ち上げるこ

ととなった。 

岡田始め 14 名 

1.31 南生涯学習センター 

（名古屋市） 

生涯学習センター講座の講師に関する打

合せ 

岡田、加藤(充) 
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＜平成 16 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.17 定光寺自然休養林･

森林交流館 

（瀬戸市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 

午後：定光寺自然休養林を散策  

岡田始め 25 名 

5.13 愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 

森林野外活動における注意点等の講義、 

自然観察の実施 

山崎、山本 

 

 

5.15 名古屋市南生涯学習

センター（名古屋市） 

名古屋市南生涯学習センター主催講座

「森の自然と環境」（座学）の講師 

岡田、加藤(充) 

5.22 吉祥山 

（豊橋市） 

名古屋市南生涯学習センター主催講座

「森の自然と環境」（現地学習）の講師 

 

岡田、加藤(充)、小堀、

田井、田代、津田、 

松崎(淳)、山崎 

6.17 愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門」の講師 

森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を実施する上での知識

の普及など 

山本 

6.19 愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「子供ﾈｲﾁ

ｬｰｹﾞｰﾑ大会」の講師 

自然観察、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑの実施 

加藤(充)、小堀、 

田井、松崎(淳)、 

山崎 

7.10 愛知県民の森 

（新城市） 

雑誌「agim.」の取材 

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの紹介、ｲﾝﾀﾋﾞｭｰと写真撮影 

岡田、加藤(充) 

8.9 愛知県庁 

（名古屋市） 

「森の名手･名人 100 人」選考委員会 岡田 

8.13 愛知県旭高原少年自

然の家（豊田市） 

あいちエコユース養成講座「山人から見

る野生動物」（座学）の講師 

加藤(充) 

10.30 愛知県民の森 

（新城市） 

新城 JC･奥三河 JC･蒲郡 JC 主催「水･

緑･心 みんなで手を繋ごう！」の講師 

岡田、大屋、奥村、

田代、山崎 

11.6 平和公園 

（名古屋市） 

愛知中学校の総合学習の講師 

ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ等を交えた森林学習の実施 

岡田、大屋、加藤(充)、

高徳、田中(剛)、津田 

1.23 吉祥山 

（豊橋市） 

豊橋市主催「親子ふれあい教室 in 吉祥山

～吉祥山から富士山を見よう～」の講師 

 

岡田、大屋、加藤(充)、

小堀、佐竹、田井、 

田代 
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＜平成 17 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.24 あすけ里山ユースホ

ステル 

（豊田市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 

午後：勘八山を散策  

岡田始め 17 名 

5.13 愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ｱｳﾄﾄﾞｱ入門」の講師 

森林野外活動における注意点等の講義、 

自然観察の実施 

 

山崎、山本 

 

 

6.4 矢作川流域の森林 

（豊田市） 

第 1 回矢作川森の健康診断の自然観察サ

ポーター 

山本ほか 

6.17 愛知県森林･林業技

術センター 

（新城市） 

県主催「森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門」の講師 

森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を実施する上での知識

の普及など 

 

山本 

6.25 愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「子供ﾈｲﾁ

ｬｰｹﾞｰﾑ大会」の講師 

自然観察、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑの実施 

岡田、加藤(充)、 

加藤(美)、田代、 

松崎(淳)、横田 

 6.26 福津農園、新城市中

宇利財産区有林 

（新城市） 

福津農園主催「植物観察会」の講師 

植物観察、樹名板の設置 

加藤(充)、加藤(美)、 

松崎(淳) 

7.13 愛知県庁 

（名古屋市） 

「森の名手･名人 100 人」選考委員会 岡田 

10.22

～23 

海上の森、定光寺自

然休養林（瀬戸市） 

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ岐阜との研修会 

22 日：海上の森 ｻﾝﾊﾟﾚｱ瀬戸（泊） 

23 日：定光寺自然休養林 

大屋、加藤(充)、 

田中(剛)、水谷(嘉) 

10.28 

11.7 

(2 回) 

愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「豊橋市

立鷹丘小学校の野外学習」の講師 

 

小堀、田代、山崎 

11.12 愛知県民の森 

（新城市） 

東三河地域研究ｾﾝﾀｰ主催「豊川流域圏こ

ども会議」の森林観察会の講師 

豊川流域の小学校 6 校の森林観察会 

岡田、大屋、 

加藤(充)、加藤(美)、

小堀、田代、 

松崎(淳)、横田 

1.22 愛知県緑化センター 

（豊田市） 

来年度事業等の打合せ 岡田始め 13 名 

 



24 

 

＜平成 18 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.16 海上の森 
里山サテライト 
（瀬戸市） 

総会・研修会  
午前：総会 昨年度の事業報告、今年

度事業計画の打合せ 
午後：海上の森を散策  

岡田始め 21 名 

5.13 平和公園 

（名古屋市） 

NPO アスクネット依頼事業「愛知高

校の土曜講座森林学習」の講師 

岡田、田中(剛) 

5.21 天皇林･緑地公園 

（岐阜県揖斐川町） 

全国植樹祭西濃サテライト会場での

森林学習の講師 

大屋、小堀 

6.1 名古屋市野外活動

センター（武豊町） 

県主催「武豊町立緑ヶ丘小学校森林学

習」の講師 

五十川、田代 

6.3 矢作川流域の森林 

（岐阜県恵那市･長
野県根羽村） 

第2回矢作川森の健康診断の自然観察
サポーター 

恵那会場：大屋、小堀、鈴

木(章)、田中(剛)、津田、松

崎（淳･章）、水谷(嘉)、山崎、

根羽会場：山本、北岡 

6.25 愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「子供

ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ大会」の講師 

自然観察、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑの実施 

五十川、加藤(充)、加藤(美)、

蔵冨、小堀、柴田、田代、

松崎(淳)、松崎(章)、横田 

7.6 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立中部小学校野外学習の講師 

 

今泉 

7.11 富貴小学校 

（武豊町） 

県主催「武豊町立富貴小学校森林学

習」の講師 

小堀 

8.2 愛知県白壁庁舎 

（名古屋市） 

「森の名手･名人 100 人」選考委員会 岡田 

9.6 

 

愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「豊橋

市立羽根井小学校の野外学習」の講師 

五十川、奥村、小堀、田

代、田中(剛)、山崎 

9.19 

 

愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「豊橋

市立磯部小学校の野外学習」の講師 

五十川、今泉、奥村、小

堀、田代、田中(剛)、山崎 

9.22 

～9.23 

パルティせと 

（瀬戸市） 

森林環境教育全国シンポジウム、全国

森づくり･里山再生フォーラム in 愛知 

五十川、小堀、遠山 

10.20 

 

愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「豊橋

市立花田小学校の野外学習」の講師 

五十川、今泉、奥村、小

堀、田代、田中(剛)、横田 

10.28 愛知県民の森 
（新城市） 

県主催「県民の森の森林体験」の講師 加藤(充) 

10.31 豊南小学校 
（豊橋市） 

県主催「森林学習」の講師 今泉 

11.5 豊川流域の森林 
（新城市） 

第1回豊川森の健康診断の自然観察サ
ポーター 

加藤(充)、小堀、佐竹、田代、

永井、松崎(淳)、水谷(嘉) 

11.18 猿投山 

（豊田市） 

NPO アスクネット依頼事業「愛知高
校の土曜講座森林学習」の講師 

高徳、田中(剛) 
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＜平成 19 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.15 あいち海上の森セン

ター･海上の森 

（瀬戸市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 

午後：海上の森を散策  

岡田始め 23 名 

6.2 矢作川流域の森林 

（長野県平谷村） 

第 3 回矢作川森の健康診断の自然観察サ

ポーター 

小堀、松崎（淳）、

山崎、山本 

6.24 愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「子供ﾈｲﾁ

ｬｰｹﾞｰﾑ大会」の講師 

自然観察、ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑの実施 

 

岡田、五十川、 

加藤(充)、加藤(美)、 

田代、松崎(淳)、 

松崎(章)、横田 

 7.10 愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「蒲郡市

立西浦小学校の野外学習」の講師 

 

生島、五十川、今泉、

小堀、田代 

 

7.24 愛知県白壁庁舎 

（名古屋市） 

「森の名手･名人 100 人」選考委員会 岡田 

 9.11 

 

愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「豊橋市

立多米小学校の野外学習」の講師 

 

五十川、生島、今泉、 

加藤(美)、小堀、 

田代 

 9.12 

 

愛知県民の森 

（新城市） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「豊橋市

立多米小学校の野外学習」の講師 

 

今泉、小堀 

10.22 豊南小学校 

（豊橋市） 

県主催「森林学習」の講師 今泉 

11.4 豊川流域の森林 
（豊橋市･豊川市） 

第 2 回豊川森の健康診断の自然観察サポ
ーター 

生島、大屋、加藤

(充)、小堀、佐竹、

菅沼、田代、 

松崎(淳)、水谷(嘉) 

11.18 塩瀬共有林 

（新城市） 

間伐研修会 岡田、今泉、大屋、加

藤(充）、加藤(美)、児玉、

柴田、津田、長谷川 

12.22 あいち NPO 交流プ

ラザ（名古屋市） 

あいち自然環境団体･施設連絡協議会設

立総会 

岡田、加藤(充)、 

高岡 

2.7 亀崎小学校 

（半田市） 

県主催「半田市立亀崎小学校森林学習」

の講師 

小堀 
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＜平成 20 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.19 ホルツ三河 

（新城市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 

午後：ホルツ三河の木材市場を見学  

岡田始め 23 名 

5.5 海上の森 

（瀬戸市） 

エコミュージアムあいち主催「子ども樹

木博士」の案内人 

高岡、鵜飼、大澤、

北岡、蔵冨、横田 

6.1 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

愛知森林管理事務所の案内による研修会 岡田始め 13 名 

6.7 矢作川流域の森林 

（岡崎市） 

第 4 回矢作川森の健康診断の自然観察サ

ポーター 

山本ほか 

6.12 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立八南小学校野外学習の講師 

 

加藤(美)、木村、 

田代 

6.27 東部小学校 

（豊川市） 

県主催「森林学習」の講師 今泉 

7.30 愛知県民の森 

（新城市） 

県主催「指導者養成研修（小中学校の教

員対象）」の講師 

今泉、加藤(充) 

7.31 佐布里池 

（知多市） 

県主催「指導者養成研修（小中学校の教

員対象）」の講師 

小堀 

8.5 東山植物園 

（名古屋市） 

エコミュージアムあいち主催「子ども樹

木博士」の案内人 

高岡ほか 

 8.24 

 

海上の森 

（瀬戸市） 

あいち自然ネット主催「海上の森 夏休

みたんけん隊  子ども樹木博士になろ

う！」の案内人 

高岡、磯貝、鵜飼、 

大澤、北岡、小堀 

10.19 塩瀬共有林 
（新城市） 

間伐研修会 岡田、今泉、 

加藤(充）、加藤(美)、

木村、下村、菅沼 

10.19 

 

海上の森 

（瀬戸市） 

エコミュージアムあいち主催「子ども樹

木博士」の案内人 

高岡、鵜飼、大澤、

北岡、横田 

11.2 豊川流域の森林 

（設楽町） 

第 3 回豊川森の健康診断の自然観察サポ

ーター 

生島、大屋、加藤

(充)、佐竹、水谷(嘉) 

11.11 定光寺自然休養林 

（瀬戸市） 

ガステックサービス㈱主催「森林学習」

の講師 

大澤、小堀 

12.6 愛知県民の森 
（新城市） 

三菱 UFJ 信託銀行主催「自然観察」の
講師 

岡田、安部、五十川、

今泉、加藤(充)、 

田代、横田 
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＜平成 21 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.19 愛知県緑化センター

昭和の森 

（豊田市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 

午後：昭和の森を散策  

岡田始め 24 名 

5.5 海上の森 

（瀬戸市） 

エコミュージアムあいち主催「子ども樹

木博士」の案内人 

 

高岡、飯嶋、鵜飼、

大澤、谷藤 

5.31 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

研修会 岡田始め 10 名 

6.6 矢作川流域の森林 

（豊田市） 

第 5 回矢作川森の健康診断の自然観察サ

ポーター 

山本ほか 

6.17 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立中部小学校野外学習の講師 

 

田代 

8.2 東山植物園 

（名古屋市） 

エコミュージアムあいち主催「子ども樹

木博士」の案内人 

 

高岡、井藤、鵜飼、

北岡、蔵冨、谷藤 

9.17 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立三蔵子小学校野外学習の講師 

 

田代 

10.25 

 

海上の森 

（瀬戸市） 

エコミュージアムあいち主催「子ども樹

木博士」の案内人 

 

高岡、飯嶋、大澤、

北岡 

10.25 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

NPO 穂の国森づくりの会主催「自然観

察会」の講師 

 

加藤(美)、田代 

11.8 豊川流域の森林 

（東栄町） 

第 4 回豊川森の健康診断の自然観察サポ

ーター 

 

大屋、加藤(充)、 

佐竹、西澤、松崎(淳) 

11.29 塩瀬共有林 

（新城市） 

間伐研修会 岡田、今泉、飯嶋、 

大澤、加藤(充）、加藤

(美)、蔵冨、菅沼、 

田代、田中(剛)、山下 

3.27 愛知県民の森 

（新城市） 

中部電力㈱主催「森と水をめぐるエコツ

アー」自然観察の講師 

 

大澤、加藤(美)、 

田代 
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＜平成 22 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.18 豊田市生涯学習ｾﾝﾀｰ 

足助交流館 

香嵐渓 飯盛山 

（豊田市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今
年度事業計画の打合せ 

午後：香嵐渓 飯盛山を散策 

岡田始め 29 名 

5.5 東山植物園 

（名古屋市） 

エコミュージアムあいち主催「子ど
も樹木博士」の案内人 

鵜飼、生島、大澤、

蔵冨、長谷川 

5.22 相生山緑地（徳林寺） 

（名古屋市） 

相生山まつりにおける「子ども樹木
博士」の案内人 

鵜飼、生島、伊藤、 

蔵冨 

5.31 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立御津南部小学校野外学習の
講師 

田代 

6.5 矢作川流域の森林 

（豊田市） 

第 6 回矢作川森の健康診断の自然観
察サポーター 

山本ほか 

6.6 東山植物園（名古屋市） 月例研修会 鵜飼ほか 

6.9 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立国府小学校野外学習の講師 

 

加藤(美) 

6.16 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立中部小学校野外学習の講師 

 

田代 

 6.20 

 

城山八幡宮 

（名古屋市） 

エコミュージアムあいち主催「子ど
も樹木博士」の案内人 

鵜飼、生島、大澤、

高岡、長谷川 

7.1 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立赤坂小学校野外学習の講師 

 

田代 

7.4 東山植物園（名古屋市） 月例研修会 鵜飼ほか 

 7.25 愛知県民の森 

（新城市） 

県環境部主催「親子で学ぶ東三河の
自然と生物多様性」自然観察の講師 

五十川、今泉、 

加藤(美)、田代 

8.1 東山植物園 

（名古屋市） 

エコミュージアムあいち主催「子ど

も樹木博士」の案内人 

 

鵜飼、生島、伊藤、大澤、

蔵冨、高岡、谷藤、 

長谷川、武馬 

8.8 NHK 名古屋放送局 

（名古屋市） 

NHK こどもサマースクール 鵜飼、安部、生島、大澤、

尾関、蔵冨、高岡、武馬 

8.21 新城総合公園 

（新城市） 

中部ｾｷｽｲﾊｲﾑ工業㈱＆豊橋市立大崎
小学校子供会の自然観察会の講師 

今泉、加藤(美)、 

田代 

10.3 東山植物園（名古屋市） 月例研修会 鵜飼ほか 

10.17 

 

東山植物園 

（名古屋市） 

エコミュージアムあいち主催「子ど
も樹木博士」の案内人 

鵜飼、飯嶋、生島、伊藤、

大澤、谷藤、長谷川 

11.7 東山植物園（名古屋市） 月例研修会 鵜飼ほか 

11.23 鳳来寺山（新城市） 鳳来寺山もみじ祭りのツアーガイド 今泉、加藤(充)、加藤(美) 

12.5 東山植物園（名古屋市） 月例研修会 鵜飼ほか 

2.6 東山植物園（名古屋市） 月例研修会 鵜飼ほか 

3.6 東山植物園（名古屋市） 月例研修会 伊藤、大澤、尾関、高岡 
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＜平成 23 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.24 豊田市自然観察の森 

ネイチャーセンター 

（豊田市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今

年度事業計画の打合せ 

午後：職員の案内により豊田市自然

観察の森を散策  

岡田始め 31 名 

4.29 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 

 

岡田、鵜飼、安部、生島、

伊藤、大澤、尾関、坂井、

相馬、高岡、谷藤、武馬 

6.4 矢作川流域の森林 

（豊田市･設楽町･長

野県平谷村･根羽村） 

第 7 回矢作川森の健康診断の自然観

察サポーター 

 

山本ほか 

6.5 相生山緑地 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 

 

岡田、鵜飼、生島、大澤、

尾関、相馬、高岡、谷藤、

武馬 

7.3 東山植物園 

（名古屋市） 

月例研修会 

 

鵜飼ほか 

 7.31 

 

東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 

 

鵜飼、飯嶋、生島、大澤、

尾関、坂井、高岡、谷藤 

7.1 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立赤坂小学校野外学習の講師 

 

田代 

8.20 NHK 名古屋放送局 

（名古屋市） 

NHK こどもサマースクール 鵜飼、生島、伊藤、大澤、

尾関、坂井、相馬、高岡 

10.2 猿投山 

（豊田市） 

月例研修会 

 

飯嶋、生島、伊藤、鵜飼、

大澤、坂井 

10.22 泉福寺 

（田原市） 

「東三河生き物恵みバスツアー」自

然観察会の講師 

岡田、加藤(充)、加藤(美)、

田代 

11.6 城山八幡宮 

（名古屋市） 

月例研修会 鵜飼、尾関、神谷、谷藤 

11.20 

 

城山八幡宮 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 

 

鵜飼、安部、飯嶋、生島、

伊藤、尾関、神谷、高岡、

谷藤、長谷川 

12.4 岩屋堂公園 

（瀬戸市） 

月例研修会 生島、伊藤、鵜飼、尾関、

高岡 

1.29 

 

愛知県森林公園 

（尾張旭市） 

月例研修会 生島、鵜飼、尾関、神谷、

高岡 

3.4 猿投山 

（豊田市） 

月例研修会 安部、伊藤、坂井、高岡 
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＜平成 24 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.1 東山植物園 

（名古屋市） 

月例研修会 

 

安部、生島、鵜飼、 

大澤、尾関、神谷、 

坂井、高岡、谷藤 

4.14 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 

午後：愛知森林管理事務所職員の案内に

より段戸裏谷原生林を散策  

岡田始め 25 名 

5.6 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 

 

鵜飼、安部、飯嶋、 

生島、大澤、神谷、

坂井、高岡、谷藤 

6.3 東山植物園 

（名古屋市） 

月例研修会 

 

坂井、高岡 

6.17 相生山緑地 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 

 

鵜飼、安部、生島、

大澤、坂井 

7.11 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立国府小学校野外学習の講師 

 

加藤(美) 

7.30 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立御津南部小学校野外学習の講師 

 

加藤(美) 

8.5 東山植物園 

（名古屋市） 

月例研修会 

 

鵜飼、武馬 

 8.26 

 

東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 

 

鵜飼、飯嶋、生島、

大澤、神谷、谷藤、 

武馬 

9.2 伊吹山 

（岐阜県） 

月例研修会 

 

大澤、尾関、坂井、 

高岡 

10.7 面ノ木原生林 

（豊田市） 

月例研修会 

 

大澤、神谷、坂井、 

高岡 

10.28 

 

相生山緑地 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士」の実施 

 

鵜飼、安部、生島、

大澤、神谷、高岡、

谷藤、武馬 
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＜平成 25 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.14 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士（花はどんな形を

しているの？）」の実施 

鵜飼、飯嶋、尾関、神谷、

蔵冨、高岡、谷藤 

4.21 あいち海上の森セ
ンター 

（瀬戸市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今
年度事業計画の打合せ 

午後：海上の森を散策  

岡田始め 31 名 

4.26 愛知県民の森 

（新城市） 

日本の森 100 現地調査の案内 佐竹 

4.28 海上の森 

（瀬戸市） 

日本の森 100 現地調査の案内 佐竹、高岡、森田 

6.2 夜叉が池 

（岐阜県揖斐川町） 

月例研修会 

 

安部、大澤、高岡、武馬 

6.27 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立国府小学校野外学習の講師 

 

加藤(美) 

6.30 東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士（森に降った雨は

どこにいくの？）」の実施 

鵜飼、安部、生島、神谷、

谷藤、武馬 

7.2 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立中部小学校野外学習の講師 

 

加藤(美) 

7.4 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立小坂井西小学校野外学習の

講師 

加藤(美) 

7.7 天生湿原 

（岐阜県白川村） 

月例研修会 

 

岡田、安部、尾関、高岡、

武馬 

7.10 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立御津南部小学校野外学習の

講師 

加藤(美) 

 8.4 

 

東山植物園 

（名古屋市） 

「子ども樹木博士（森と生き物のか

かわり）」の実施 

鵜飼、生島、大澤、神谷、

谷藤、武馬 

 9.14 久屋大通公園 

（名古屋市） 

「環境デーなごや 2013」へのブース

出展、樹木博士の実施 

鵜飼、飯嶋、生島、大澤、 

蔵冨、西垣、水谷(由) 

10.6 千種ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ会議

室（名古屋市） 

今後の事業に関する打合せ 岡田始め 11 名 

10.13 東山植物園 

（名古屋市） 

東山植物園秋まつりにけるクラフト

教室の実施 

鵜飼ほか 

10.19 久屋大通公園 

（名古屋市） 

SAVE JAPAN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「なごやの樹

木と友達になる会～街路樹」の実施 

鵜飼、安部、飯嶋、生島、大澤、

神谷、蔵冨、谷藤、武馬、水谷(由) 

11.9 愛知県民の森 

（新城市） 

中部ｾｷｽｲﾊｲﾑ工業㈱「自然観察会」の

講師 

今泉、加藤(充)、加藤(美)、

田代 

12.7 平和公園 
（名古屋市） 

SAVE JAPAN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「なごやの樹
木と友達になる会～里山の樹木」の
実施 

鵜飼、安部、飯嶋、生島、神

谷、蔵冨、相馬、谷藤、武馬、

水谷(由) 
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＜平成 26 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.13 東山植物園 

（名古屋市） 

なごや環境大学共育講座「桜を楽しもう」

の実施 

 

鵜飼、安部、飯嶋、生

島、大澤、尾関、神谷、

谷藤、武馬、水谷(由) 

4.20 愛知県緑化センター 
昭和の森 
（豊田市） 

総会・研修会  
午前：総会 昨年度の事業報告、今年度

事業計画の打合せ 
午後：昭和の森を散策  

岡田始め 18 名 

5.6 東山植物園 

（名古屋市） 

東山植物園春まつり 

ｳｫｰｸﾗﾘｰ＆ｸﾗﾌﾄの実施 

鵜飼、神谷、相馬、 

水谷(由) 

6.8 東山植物園 

（名古屋市） 

なごや環境大学共育講座「都市公園を楽

しもう」の実施 

鵜飼、神谷、相馬、

武馬、水谷(由) 

6.17 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立国府小学校野外学習の講師 

 

加藤(美)、木村 

6.19 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立中部小学校野外学習の講師 

 

加藤(美)、田代 

 6.24 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立東部小学校野外学習の講師 

 

田代 

6.30 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立八南小学校野外学習の講師 

 

加藤(美)、田代 

7.24 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立御津南部小学校野外学習の講師 

 

木村 

 7.27 

 

平和公園 

（名古屋市） 

なごや環境大学共育講座「里山を楽しも

う」の実施 

鵜飼、大澤、尾関、

神谷、相馬、谷藤 

8.6 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立小坂井西小学校野外学習の講師 

 

木村 

9.7 小幡緑地 

（名古屋市） 

SAVE JAPAN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「都市に残るマ

メナシの自生地を歩こう」の実施 

鵜飼、五十川、大澤、尾

関、神谷、谷藤、水谷(由) 

9.10 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立三蔵子小学校野外学習の講師 

 

田代 

9.13 久屋大通公園 

（名古屋市） 

「環境デーなごや 2014」へのブース出展 鵜飼、水谷(由) 

10.12 天白公園 

（名古屋市） 

SAVE JAPAN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「都市のまん中

で里山体験」の実施 

鵜飼、飯嶋、生島、

大澤、武馬 

10.25 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

へきなん市民環境会議主催エコツアーの

講師 

加藤(充)、加藤(美)、

木村 

11.10

～12 

名古屋国際会議場 

（名古屋市） 

ESD ユネスコ世界会議におけるブース

出展協力 

高岡、加藤(充)、 

森田 

2.11 ナディアパーク 

（名古屋市） 

来年度事業の打合せ 岡田、飯嶋、鵜飼、

大澤、神谷、水谷(由) 
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＜平成 27 年度＞ 

開催日 開催場所 活動の内容 対応者･参加者 

（敬称略） 

4.5 豊田市生涯学習セン
ター足助交流館 

（豊田市） 

総会・研修会  

午前：総会 昨年度の事業報告、今年度
事業計画の打合せ 

岡田始め 19 名 

5.6 東山植物園 

（名古屋市） 

東山植物園春まつり 

ｳｫｰｸﾗﾘｰ＆ｻｸﾗの枝のﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ作り 

神谷、飯嶋、生島 

水谷(由) 

5.26 あいち海上の森セン
ター遊歩施設 
（瀬戸市） 

海上の森のバスハイクのガイド 木村、井藤、鵜飼、

大澤、谷藤 

6.3 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立一宮西部小学校野外学習の講師 

 

田代 

6.7 名城公園 
（名古屋市） 

なごや環境大学共育講座「子どもも大人
も樹木博士～樹木の基礎知識」の実施 

飯嶋、安部、五十川、

井藤、鵜飼、大澤、

尾関、小林、谷藤、

水谷(由) 

6.17 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立国府小学校野外学習の講師 

 

鵜飼、加藤(美) 

6.23 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立東部小学校野外学習の講師 

 

今泉、田代 

6.25 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立八南小学校野外学習の講師 

 

木村 

7.2 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立小坂井西小学校野外学習の講師 

 

木村 

7.5 平和公園 
（名古屋市） 

なごや環境大学共育講座「子どもも大人
も樹木博士～森の成り立ちと森の恵み」
の実施 

飯嶋、生島、鵜飼、

尾関、小林、谷藤、

水谷(由) 

8.2 東山植物園 

（名古屋市） 

なごや環境大学共育講座「子どもも大人
も樹木博士～樹木博士の認定講座」の実
施 

飯嶋、生島、五十川、

井藤、鵜飼、大澤、

尾関、谷藤 

8.3 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立豊小学校野外学習の講師 

 

鵜飼、加藤(美) 

9.7 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立御油小学校野外学習の講師 

 

鵜飼、加藤(美) 

 9.29 段戸裏谷原生林 

（設楽町） 

豊川市立小坂井東小学校野外学習の講師 

 

今泉、木村 

10.25 愛･地球博記念公園
（長久手市） 

SAVE JAPAN ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「ﾌﾓﾄﾐｽﾞﾅﾗの森
を知る」の実施 

大澤、安部、飯嶋、

鵜飼、尾関、 

加藤(充)、谷藤、武馬、

水谷(由) 

10.31 東山植物園 
（名古屋市） 

東山植物園秋まつり 
ｳｫｰｸﾗﾘｰ＆ﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾄの実施 

神谷、安部、飯嶋、

生島、尾関、田中(剛)、

武馬 

1.31 嘉文（名古屋市） 来年度事業の打合せ 安部、飯嶋、大澤、 

尾関、谷藤、武馬、 

水谷(由) 
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Ⅳ 役員等の変遷 

○ 役員等 

年度 代表 事務局（会計） 会計監事 全国会理事 特会担当 ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ管理 

平成 8 年度 三河正敏 三河正敏     

平成 9 年度 三河正敏 三河正敏     

平成 10 年度 三河正敏 三河正敏     

平成 11 年度 三河正敏 三河正敏     

平成 12 年度 岡田孝彦 加藤充俊     

平成 13 年度 岡田孝彦 加藤充俊     

平成 14 年度 岡田孝彦 加藤充俊  山崎玲子   

平成 15 年度 岡田孝彦 加藤充俊  山崎玲子   

平成 16 年度 岡田孝彦 加藤充俊  山崎玲子  小堀英和 

平成 17 年度 岡田孝彦 加藤充俊  山崎玲子  小堀英和 

平成 18 年度 岡田孝彦 加藤充俊  岡田孝彦  小堀英和 

平成 19 年度 岡田孝彦 加藤充俊  岡田孝彦  小堀英和 

平成 20 年度 岡田孝彦 加藤充俊  岡田孝彦   

平成 21 年度 岡田孝彦 加藤充俊  岡田孝彦   

平成 22 年度 岡田孝彦 加藤充俊     

平成 23 年度 岡田孝彦 加藤充俊   鵜飼洋子  

平成 24 年度 岡田孝彦 加藤充俊   鵜飼洋子  

平成 25 年度 岡田孝彦 加藤充俊 岡田孝彦  鵜飼洋子 飯嶋有年 

平成 26 年度 岡田孝彦 加藤充俊 岡田孝彦  鵜飼洋子 
生島祐子 

飯嶋有年 

平成 27 年度 岡田孝彦 加藤充俊 岡田孝彦  大澤秀文 

尾関宗弘 

神谷至 

飯嶋有年 

生島祐子 

水谷由紀子 

鵜飼洋子 

飯嶋有年 

※平成 12 年度は、7 月 1 日付けで代表及び事務局を改選した。 
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Ⅴ 会員の推移 

 ○会員数の推移 

 

 

○会員の訃報 

  浅井政明 平成 20 年 1 月 16 日逝去 享年 57 歳 

  三河正敏 平成 25 年 7 月 24 日逝去 享年 83 歳 

  相馬保之 平成 27 年 5 月 24 日逝去 享年 73 歳 

  岡田孝彦 平成 27 年 6 月 25 日逝去 享年 69 歳 
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