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②花見スポット 

藤巻の森の整備 

「なごや東山の森づくりの会」藤巻班

の毎月の活動により、藤巻の森は随分

きれいになりました。日当たりの良く

なった森のなかでは、ミツバツツジも

復活し、桜の古木にも多くのつぼみが

見られます。 

（「なごや東山森づくりの会」は名古屋市により緑

のパートナー団体に指定され、公園緑地内の整備活

動を市と協働して行う団体です） 

 

町内で花見をしてみませんか。 

左図は藤巻町で咲いているサクラ、ツ

ツジの分布図です。 

暖かな春のひと時にきれいに整理され

た森を散策してはいかがでしょうか。 

 

毎月第 2土曜日 10時～12時まで高速道路東山トン

ネル上部の東山公園管理地で藤巻班は定例活動を

しています。 

そこで汗を流すのも良いし、周辺を散策し早春には

竹の子を見つけたり、夏にはカブトムシを探して遊

ぶのもよいでしょう 

藤巻の森を皆の交流場所。遊び場にし

ませんか。皆のつながりを大事にして

藤巻町の“まちづくり” “助け合い

の仕組みづくり” につなげましょう。 

 

 

    花見スポット        ツツジ 

    整備中の森         サクラ 

    見所            ウメ 

    花見用道路         フジ 

雑木林・竹林（市有）    ツバキ 

    雑木林・竹林（民有） 

① 花見スポット（道） 
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⑦ 新池の展望 

⑦ 新池の展望 
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藤巻町の各区域の状況 

インフラ    住宅密度   緑その他 

Ａ 舗装・下水完備    高密度   樹林地は少ない 

 （市道又は市有地の道路）（空地あり） （庭の緑は多い） 

Ｂ 市道側は舗装完備    上同  樹林地に囲まれている 

  下水無 私道は未舗装   

Ｃ 簡易舗装 下水無  やや疎  樹林地に接している 

 （私人所有の私道が大半）（樹林地あり）（緑との接触大）  

（今後の整備に努力を要する） 

Ｄ 舗装少ない・下水無 かなり疎  樹林地が多い 

                     池に面している 

Ｅ 舗装無・下水無    疎    樹林地が多い 
          数戸ごとのまとまり 

 

全体に生活道路は幹線道路とみなさえるものも含めて

70 年前から存在する 6ｍ巾の細い道路が中心で一部を

除いて緊急大型車両の通行は困難である。 
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藤巻の森の整備 

「なごや東山の森づくりの会」藤巻班

の毎月の活動により、藤巻の森は随分

きれいになりました。日当たりの良く

なった森のなかでは、ミツバツツジも

復活し、桜の古木にも多くのつぼみが

見られます。 

（「なごや東山森づくりの会」は名古屋市により緑

のパートナー団体に指定され、公園緑地内の整備活

動を市と協働して行う団体です） 

 

町内で花見をしてみませんか。 

左図は藤巻町で咲いているサクラ、ツ

ツジの分布図です。 

暖かな春のひと時にきれいに整理され

た森を散策してはいかがでしょうか。 

 

毎月第 2土曜日 10時～12時まで高速道路東山トン

ネル上部の東山公園管理地で藤巻班は定例活動を

しています。 

そこで汗を流すのも良いし、周辺を散策し早春には

竹の子を見つけたり、夏にはカブトムシを探して遊

ぶのもよいでしょう 

藤巻の森を皆の交流場所。遊び場にし

ませんか。皆のつながりを大事にして

藤巻町の“まちづくり” “助け合い

の仕組みづくり” につなげましょう。 
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藤巻の森の整備 

「なごや東山の森づくりの会」藤巻班の毎月

の活動により、藤巻の森は随分きれいになり

ました。日当たりの良くなった森のなかでは、

ミツバツツジも復活し、桜の古木にも多くの

つぼみが見られます。 

（「なごや東山森づくりの会」は名古屋市の緑のパートナー

団体で、公園緑地の整備活動を市と協働して行う団体です） 

 

町内で花見をしてみませんか。 

左図は藤巻町の森の現況です。（現在詳細調査中） 

暖かな春のひと時にきれいに整理された森を散策し

てはいかがでしょうか。 

毎月第 2土曜日 10時～12時まで高速道路東山トンネル上部

の東山公園管理地で藤巻班は定例活動をしています。 

そこで汗を流すのも良いし、周辺を散策し早春には竹の子を

見つけ、夏にはカブトムシを探して遊ぶのもよいでしょう。 


