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ナイス福岡 会報

自然感

﹁明けましておめでとうございます︒
﹂これは年が明けること︑新年を迎えることは︑喜ばしいことである︑

という挨拶の言葉として古くより使われてきた︑最もポピュラーな言葉である︒元旦には︑邪気払いと不老

長寿を祈って屠蘇を飲み︑子孫繁栄を願って数の子を食べ︑年を固め長寿を願って歯固めを食べ︑雑煮を食

べて新年を祝う︒

さまざまである︒歯固めは︑福岡地方では田作︵ごまめ︶が普通であるが︑地方によりダイコンや瓜であっ

歯固めとは年を固め長寿を願って︑特定の物を食べることで︑その内容は雑煮と共に県内でも地方によって

たり︑干し柿や焼き栗あったりとさまざまである︒雑煮も︑福岡地方の博多雑煮が有名であるが︑江戸時代
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の４つの藩の伝統が各地方に残り内容はさまざまである︒例えば︑筑後地方の有馬藩圏内では︑小豆雑煮も

普通である︒

各地の正月行事の中には︑それぞれの地方の文化が継承されており︑この中で使われたり食されたりす

る植物などは︑同じ物であっても利用法はさまざまである︒また︑それぞれの地方での里地里山︵沿岸部で

は海産物︶の利用法に微妙な差が見られる︒しかし︑画一化が進む現代では︑このような各地に残されてい

る伝統文化は急速に失われつつある︒このような︑里地里山に依存した生活文化の記録を残すことは︑日本

人の心を未来へ伝えることでもあるとクマは思っている︒

オケラ︵白朮︶の根を混ぜたもので︑無病息災を願う漢方薬︒

屠蘇酸：サンショウ︵山椒︶︑シナモン︵肉桂︶
︑ハマボウフウ︵防風︶︑キキョウ︵桔梗︶の根︑

寒さの中、
凜として咲き、
品のある香りを
そこはかと無く
漂わせる…
『スイセン』
平成１９年 正月
福岡市西区飯盛
大塚俊樹

＊

季節感

古代は風邪薬でもあった︒屠蘇酒の風味付けに使う︒

会員の皆様、明けましておめでとうございます
昨年は指導員講習会をはじめ福岡市の環境週間等、
各種のイベントに多くの会員の協力を頂き、また、
２０数名の新会員も迎えることができ、会の活動が
一段と活発化した１年でした。この勢いを２００７
年に繋げて行きたいと思います。
２００７年の大きな課題としては、
県立歴史資料館の、小郡市への移転問題が
あります。簡保レクレーションセンター
跡地に予定されている建屋の建設工事が
開始される予定です。県教育委員会文化財課の話で
は、中央部の空き地部分に建設し、周辺の草地や森
林部分には一切手は加えないとのことですが、周辺
部の自然環境の保全と生物多様性の維持のために
は、私達も積極的に係わってゆく必要があります。
また、海の中道海浜公園Ｂ地区での里山創設活動も
本格化する予定です。ここでは近い将来、小学生を
中心とした来園者に自然解説や植樹・育樹や草刈り
の指導などに、多くのボランティア指導員が必要と
なります。会としても、里山創設も含め、提言を含
め積極的に係わる必要があると思われます。
昨年の挨拶の中で触れました異常気象については、
この年末・年始にかけて一段と過激化してきまし
た。１２月前後、カナダ西岸では過去に見られない
ような大雨や大雪となったり、東岸のニューヨーク
付近では未だに雪が降らず、気温が１３℃〜２４℃
まで上昇するなどこれも過去にない記録です。日本
付近でも、８日には北海道東方で低気圧が９５０Ｈ
Ｐ（ヘクトパスカル）と、強烈な台風並みに発達す
るなど、地球的規模で気候変動が一段と激しさを増
しています。これらは皆地球温暖化の結果と考えら
れます。地球環境の保全のために、身近にできるこ
とを前進させましょう。
クマ・冷川

新年明けましておめでとうございます
会員の皆様、お健やかに新年をお迎えのことと思います。
昨年は１１月３〜５日、夜須高原にて自然観察指導員講習会が行われ、
４７名の方が、受講し卒業され、私たちの仲間としてＮＡＣＳ−J に
登録され、その内２０数余名の方がナイス福岡に入会されました。
新しく新鮮で多岐に亘る感性がナイス福岡に加りました。 頼もしい
限りです！ しかも学術的に見識のレベルの高いパワーが加入されま
した。 ナイス福岡のこれからの進展が楽しみです。
会報『自然感くすのき』もアカデミックな内容がより増えて来るので
はないかと期待しています。
…総体的に暖冬傾向ではありますが、これからが冬本番、厳しい寒さ
が続きます、会員各位ご自愛され、季節毎の自然観察を楽しまれんこ
とを祈念致します。 どうぞ本年もよろしくお願い致します。
事務局長
大塚俊樹
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初めの一歩を歩き出しました。
２００６年１１月１８日油山での森林ウオッチングにボランティアで参加していただいた
ひめうずさん（第３９０回受講生）からの感想です。
参加者に同化して楽しんでしまい、すごく楽しかったです。いろいろと勉強させていただき
ました。
観察会に参加したのは、今回の油山が初めてだったんですが、何人も子供がいると、やっ
ぱり大変なんですね。それでも立て続けにくる質問にうまいこと受け答えしている姿を見て「う
ーんプロだなぁ、」と思いました。ヤブムラサキの葉とか、フユイチゴの実とか、シーボルトミミ
ズのように、触れて楽しいものを随所に取り入れていたので、飽きがこなかったです。私のイ
メージ的には、「観察会＝山歩き」 だったので意外と歩かず、あれだけの短距離で楽しめる
ものなんだな〜と感心しました。でも、雨のためというのもあると思いますが、疲れていた子
もいたようなので、重松さんが言っていたように、コースはもう少し短めでも十分楽しめたの
かもしれないですね。
良い経験をありがとうございました。ぜひまた勉強させて下さい。
追伸）
観察会、確かに参加者側からいろいろ質問がある方が、双方向なやりとりができていいで
すね。自分一人なら見過ごして通り過ぎるような場所で、子供たちがすごく楽しんでいたの
で、教えられることが多かったです。あくまで、参加者の興味や発見がメインなんですね。
ではでは、宜しくお願いします。初めの一歩の「ヒメウズ」でした。

イベント情報

て る も

鎮守の杜シリーズ 西公園〔光雲神社〕観察会 のお知らせ
ともかくゆっくりときょろきょろしつつ、歩こう
初めの一歩のための自然観察

N
観察日 ２００７年２月１０日（土） 雨天決行
集合場所と時間：光雲神社拝殿前に１３時３０分〜１６時頃まで
主催 ナイス福岡 担当 田村耕作
交通機関は、地下鉄空港線の大濠公園駅が便利です。歩いて１０分程です。
西公園内には有料駐車場も有ります。
昨年第３９０回講習会を実施し、参加された中からナイス福岡に
２６名の会員が加わりました。皆さんそれぞれの場所て゛初めの一歩を踏み出されて
いると思います。今回はそういう皆さんの一歩の参考になればと思い計画しました。
申し込み不要、当日集まって下さい。

この絵地図は「村松昭・博多
湾周遊絵図・F500 九州」より

福岡市環境デー事業『こどもエコッパ料理教室』
〜みんなで挑戦！エコクッキング〜料理を楽しみながら、環境を考えてみよう！
主催 福岡市
環境デー事業のひとつとして，エコクッキングを体験することにより、
募集人員：３２名
日常生活の中から環境の保全を考える「きっかけ」をつくるのがねらいです。
対象者 ：福岡市内在住又は通勤・通学する人。
実 施 日：２００７年２月２５日（日）１０：００〜１２：３０
（市外からの通勤・通学者は応募時記載）
（集合・受付９：５０ 開始１０：００ 終了１２：３０）
参加費用
無料
実施場所：西部ガス高宮ショウルーム
募集方法：はがき，FAX，E-mail により受付
＜交通＞西鉄大牟田線高宮駅より徒歩１分
参加者全員の氏名，年齢，郵便番号，住所，
集合場所： 西部ガス高宮ショウルーム 福岡市南区高宮５−３−１２
電話番号を明記のうえ応募
注意事項：◆現地集合・現地解散となります。
応募締切：２月６日（火）午後３時まで
◆エプロン、三角巾（またはバンダナ）、筆記用具は
（はがきは同日必着）応募多数の場合は抽選。
各自持参して下さい。
抽選結果については，はがきで通知。
◆雨天決行
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

応募・問合せ先：福岡市環境局総務部環境啓発課
担当：定岡，渡邉
住所 〒810−8620（住所不要）
TEL 733−5381
FAX 733−5592
<mailto:k-keihatsu.EB@city.fukuoka.jp>
E-mail k-keihatsu.EB@city.fukuoka.jp
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日本野鳥の会福岡支部 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
１／２７（土）２／２４日（土）
１／ ２１日（日）２／１８（日）
久末ダム探鳥会（福間町）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：9:00〜12:00
時 間：9:00〜12:00
集 合：久末ダム多目的広場横駐
集 合：天拝山歴史自然公園
車場 (管理事務所下)
問合せ：092-920-7112（山本勝）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
２／１０（土）
大濠公園探鳥会（福岡市中央区）
時 間：9:00〜12:00
集 合：ボート乗り場前
092-573-1827（森健児）

２／４（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：9:00〜12:00
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：092-891-9005（神園道男）

２／１１（日）
和白海岸探鳥会（福岡市東区）
時 間：9:00〜12:00
集 合：JR 和白駅前の公園
問合せ：092-681-4474（三宅僚）

日本野鳥の会筑後支部 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）URL:http://mamewari.blog.ocn.ne.jp/
１／２８（日）
２／４（日）
濃施山公園探鳥会（高田町）
花立山探鳥会（小郡市）
時 間：9:00〜
時 間：10:00〜13:00（要弁当）
集 合：公園内すいせん橋
集 合：城山公園駐車場
問合せ：0944-58-1672（野田）
問合せ：090-4516-4467（木原）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催
久留米の自然を守る会 主催
２／２５（日）
２／３（土）
冬の生きもの アカガエルの卵塊
第 341 回例会 ビデオ鑑賞
時 間：9:30〜お昼頃
「筑後川と久留米の人々」
集 合：簡保レクセンター跡地正門
市文化財保護課山口淳氏の説明
問合せ：092−920−3072（松永）
時 間：13:00 受付
要：保険料・駐車場代（小銭）
問合せ：0944-42-1942（金原優子）
和白干潟を守る会 主催
１／２７（土）
守る会定例会議
時 間：10:30〜13:00
集 合：和白干潟を守る会事務所
問合せ：092‐606‐5588（田中貞子）

福岡県処分場・環境問題連絡協議会 主催

１／２７（土）
クリーン作戦 と自然観察会
時 間：15：00〜17：00
集 合：海の広場 駐車場なし
長靴・軍手があると便利
問合せ：092‐661‐1594（田辺）

福岡植物友の会 主催
詳細は：092-947-6536
（大吉博子）
福岡市油山自然観察の森 主催
１／２１（日）
油山・冬越しの生きもの
発見ハイキング
生きものたちが冬越ししている
静かな森を散策します。
※雨天実施
時 間：10:00〜13:00
対 象：一般・定員なし
申込み：不要 9：30 から受付

１／２１（日）
講演会：みんなで考えよう・ゴミ問題
時 間：12：00〜15：30
場 所：久留米市共同ホール
テーマ（予定）・講師
１．産廃処分場問題と今後の取組み
紫藤拓也氏（弁護士）
２．自治体による先進的な生ゴミリ
サイクルの取り込み
問合せ：0942−26−8353（福田）

※往復ハガキでの申込方法はハガキに「行事名・行事実施日・住所・氏名・年齢・
電話番号」を記入の上、自然観察センターまでお送り下さい。

１／２８（日）
冬こそバードウオッチング
鳥の姿が見つけやすい冬の森で、
バードウオッチングを楽しみます。
※雨天実施
時 間： 10:00〜13:00
対 象：一般・定員なし
申込み：不要・9:30 から受付
持ち物：双眼鏡（貸出あり）
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問合せ：油山自然観察センター
参加費:１００円
〒811-1355
福岡市南区桧原夫婦石 855-1
TEL：092-871-2112
開館 9:00〜16:30（月曜休館）

「三国丘陵の自然を楽しむ会」、簡保レク跡地の自然に関して、福岡県に要望書提出
小郡市にある福岡県の簡保レク跡地の公園で、生きものを観察しつつ楽しむ人達の集まり「三国丘陵の自然を楽しむ会」が
あります。ナイス福岡の会員も多数参加しています。このレク跡地は、昔から三国丘陵と呼ばれ、里地里山の自然環境が
息づいています。この地に、太宰府市にある九州歴史資料館が移転してくることが、最近わかりました。
この地の自然環境を大切にして欲しいとの思いから、「三国丘陵の自然を楽しむ会」が中心になり、
福岡県の関係機関３ヶ所（教育委員会・総務部・環境部）に要望書を、１２／２６に提出しました。
その要望書にナイス福岡としても名前を連ねました。その要望書の概要は、以下の通りです。
福岡県知事 麻生渡殿
福岡県環境部長殿
三国丘陵の自然を楽しむ会 代表 松永紀代子
ちくしネイチャーゲームの会 代表 大庭万千代
日本野鳥の会福岡支部 支部長 小野仁
福岡県自然観察指導員連絡協議会 代表 冷川昌彦
美しが丘エコクラブ 代表 清川久美子
九州歴史資料館の簡保レクセンター跡地（小郡市三沢）への移転
及び同跡地内の残存土地の自然環境保全に関する要望書
１．「三国丘陵の自然を楽しむ会」について
「三国丘陵の自然を楽しむ会」は、簡保レクセンター跡地や三国丘陵で自然観察を行っているグループです。会は２００４年１１月に「簡
保レクセンター跡地と丘陵地の自然を楽しむ会」として発足しました。会の名前が長く場所が分かりにくいことから、古くから呼ばれてい
る地方名である「三国丘陵」をとって、２００５年４月に現在の「三国丘陵の自然を楽しむ会」に改名しました。これまで、簡保レクセン
ター跡地や周辺の丘陵地の財産を確認するため、四季を通じて自然観察会を行っております。
現在、３０名の会員がいますが、皆現在の自然を健全なものとして後世にバトンタッチしたいと考えており、そのほとんどが他の会にお
いても活動しています。今回はこれらの組織にも賛同を得ましたので、連名で要望書を提出します。
２．三国丘陵の財産
簡保レクセンター跡地には、森林、湿地、草原といった様々な環境があります。そのため、多様な生きものが暮らしています。生態系の
頂点で位置する猛禽類のハヤブサやハイタカが狩場として利用していることは、この地の生物層が豊かであることの証です。また、野鳥や
昆虫、水生動物の中には県のレッドデータブックに記載されている絶滅危惧種も生息、繁殖しています。
この地は、かつて北部九州に存在した典型的な里地・里山であり、その環境が現在も残されている貴重な空間です。このような環境を基
礎として、北部九州の歴史・文化が誕生したと考えると、歴史資料館の立地には最適な場所だと判断されます。この自然環境に包まれて歴
史を学ぶことが、来場者に歴史を体感する機会を提供できるのではないかと考えています。
このためにも、私たちは九州歴史資料館が簡保レクセンター跡地に移転した後も、当該地を自然の豊かさ、命の大切さ、人と自然の共生
などが体感できる空間として保持することが重要だと考えています。そして、観察会等を通して歴史を生み出す母体となった自然を、多く
の県民に伝えていきたいと思っています。
貴環境部は福岡県レッドデータブックを作成されるなど日々自然環境を守るという観点や、人と自然との共生という立場で業務をされて
いることと思います。私たちは、今回の移転に関するお願いを添付書類のように担当部局へ提出しております。皆さんの自然環境保全の立
場からの担当部局への働きかけをお願いするとともに、貴レッドデータブックに記載されていますように、ゴルフ場建設や宅地開発で失わ
れた環境を簡保レクセンター跡地の一部に復元していただけますようお願い致します。
３．回答先
私たちはこれらの要望を実現化するための協力を惜しみません。文書での回答を何卒お願い致します。
尚、ご回答の宛先は下記までお願い申し上げます。
〒818−0036 筑紫野市光が丘５−５−１
三国丘陵の自然を楽しむ会 松永紀代子

要望書ご協力御礼
ちくしネイチャーゲームの会、日本野鳥の会福岡支部、美しが丘南エコク
ラブ、福岡県自然観察指導員連絡協議会の皆様のおかげで、三国丘陵の
自然を楽しむ会は連名で、福岡県へ要望書を２００６年１２月２６日手渡す
ことが出来ました。皆様のご協力、ありがとうございました。
お忙しい中、時間のやりくりをしていただき、様々な形でご協力いただいた
皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。
また、簡保レクセンター跡地で新たな問題が持ち上がりました。
今後とも皆さんのご支援、ご協力をお願いします。
三国丘陵の自然を楽しむ会 松永紀代子

２００６年１２月２５日
注：県へ提出した３通の要望書はいずれも福岡県知事とそれ
ぞれ教育委員会教育長、総務部長、環境部長宛となっていて、
教育長と総務部長宛のものには「３．要望の内容」が夫々の
あて先に応じて述べられています。教育長宛には工事の進め
方や施設開館後の運営など、総務部長にはレクセンター跡地
全体の運営に関することなどです。内容についてのお問い合
わせは、ナイスフクオカ事務局または、直接「三国丘陵の自
然を楽しむ会」へお願いいたします。（編集子）
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第３９０回講習会の収支報告
第３９０回の自然観察指導員講習会は、４７名の受講者を迎え、無事終了しました。
大きな成果もありました。ＮＡＣＳ−Ｊ講師３名の他に、ナイス福岡の会員２３名と講師
として３名、合計２６名が応援しました。この場は、また、ナイス福岡会員が新しい情報を
身につける研修の場となりました。そういうこともあり、ナイス福岡からの助成も有効に
活用出来たと思います。現時点で２７名の新人がナイス福岡の会員となりました。
今回の経費の内訳をお知らせします。受講者が予定より少なかったために、ナイス福岡からの助成が少し大目になりました。
ＮＡＣＳ−Ｊ木幡氏も経費を少なくするために努力していただきました。感謝しています。
200６年 １１月講習会 経費の内訳
収 入 の 部
支 出 の 部
振込入金額（１０／３１）
1,287,100 円
講師謝金・交通費（１１／５）
335,280 円
現金で入金（１１／３）
59,000 円
食費とシーツ代（１１／５）
241,270 円
ナイス福岡の経費から助成（１２／１） 132,163 円
ＮＡＣＳ−Ｊへの支払い（登録費・会費・テキスト代など） 697,400 円
≪小計 1,478,263 円≫ 振り替え手数料
140 円
募集チラシ印刷費（８／３１）
12,915 円
印刷費など〔クラバード立て替え〕（１２／１）
41,258 円
事務局人件費（１０００円×延べ１５０時間）（１２／１） 150,000 円
≪小計 1,478,263 円≫
ナイス福岡のホームページの、会員情報「吉國正郎さんのページ」の資
料 が会員の田中健二さんより寄せられました。
吉國正郎さんのきのこワールドです。
『身近なフィールド観察会』（旧天然キノコの観察会）・・・会長/吉國正郎
○第 38 回 10 月例会（H18・10・28（土）〜29 日(日）九重一泊観察会)
一日目 長者原「国民宿舎コスモス荘」 １６時集合コスモス荘裏
旧キャンプ場観察会 （コスモス荘泊）
二日目 コスモス荘 ８時出発〜吉部〜大船林道〜坊がつる〜
法華院温泉（昼食）〜坊がつる〜暮雨の滝〜吉部（解散）
○第 39 回 11 月例会・・九千部山観察会（H１８年１１月２３日（木・祭日）
コース ；九千部山頂⇔石谷山 雨の為中止）
○ 第 40 回 12 月例会・・牛頸山観察会（H１８年１２月１０日（日）
コース ；牛頸ダム＆黒金山・牛頸キャンプ場周辺）

暫定案九州自然協議会inくじゅう（大分）の御案内
日時：２００７年３月１０日〜３月１１日
会場：大分県立九重青少年の家
●シンポジューム「坊ガツル（ラムサール条約新指定地）の明日を見つめて」−インパクトと，そのカウンタープラン−
3月10日 13時〜17時
後援：大分県自然観察連絡協議会 (財)日本自然保護協会 ＷＷＪ他に出席（無料）
自然公園のオーバーユース問題やその他の保全に関する問題を，共に考え，あなたの意見を発言していただく企画．
●九州自然協議会 （3月10日17:00〜開催）会場：大分県立九重青少年の家
3月10日（土）17時〜22時 集合、入浴・夕食などの後、各県からの報告・連絡など・懇親会まで
3月11日（日）7時起床後、9時より ①タデ原一帯散策 九重の自然を守る会 渡辺 格（案内）12::00頃まで
②坊ガツル登山開始（雨ケ池コース） 大分県自然観察連絡協議会（案内） 〜15:00下山予定
※参加費（いずれも懇親会費込み）
①の場合（一泊2食）4,000円程度
②の場合（一泊3食）4,500円程度 を予定しております．
※お申し込みは 〒870-0854 大分市上野南8組の２ 足立高行（ハガキ，手紙）
０９７−５４６−６７８８（ＦＡＸ）
lat38@a-net.ne.jp （E-mail）
上記のいずれかの方法で「九州自然協議会」希望と明記して，あなたの住所と名前をお知らせ下さい．
こちらから申し込み用紙をお送りいたします．
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観察会御礼
２００６年１２月２３日 簡保レクセンター跡地にて、バード
ウオッチングを行いました。当日は暖かで、小学生４名を
含む２５名の参加となりました。野鳥はツグミやエナガ、
ハイタカなど３０種が私たちを楽しませてくれました。
参加された皆さん、ありがとうございました。
三国丘陵の自然を楽しむ会 代表 松永紀代子

これは何だかわかりますか？
１２月号の答えは、冬虫夏草の
イトヒキミジンアリタケでした。
１２月号の５ページを
良く観てくださいな。
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緋の火の粉渦巻き昇るとんどかな 凡夫

お問合せ： 福岡県自然観察指導員連絡協議会
（NAIS Fukuoka：The Nature Interpreter Society of Fukuoka)
代表：冷川昌彦／事務局長：大塚俊樹／
編集：田村耕作･山本勝･松永紀代子／会計：宮原俊彦
〒810-0061 福岡市中央区西公園 8-17
自然案内舎㈲クラバード内 TEL & FAX：092-732 ｰ 7042
URL：http://www.kurabird.com/
掲示板 URL: http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/

まもなく小正月︒お正月の飾りを炊いて送るとんど焼きの季節です︒
﹁ほうけんぎょう﹂

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
：

れたら何と答えられますか︒陶器を焼く釜の温度は火の色で薪の量を加減するそうですが

あかね

（社）大分野生生物研究センター 茜 っ子 Ｎｏ．53 2006-11-1
ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．137 2006 年 12 月 1 日
福岡県青少年アンビシャス運動推進室 アンビシャス通信vol.33 ＮＯＶＥＭＢＥＲ 2006

﹁鬼火炊き﹂
﹁左義長﹂などともいわれる行事です︒皆さんは﹁火︵炎︶の色は？﹂と聞か

他団体の会報の紹介
日本野鳥の会筑後支部 まめわり第６９号 ２００７年１月１日
島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ６５ ２００６．１２．

緋色の炎の温度がさらに高くなると黄赤から金茶︑そして白︑青へと変わって行きます︒

１／２９（月）までに届くようにお願いします。
なお、原稿を掲載するに当たっては編集担当にお任せ願います。

赤より青の方が温度が高い︵星の色も同じ︶のですが︑たき火の炎を見ていると︑火の

インターネット掲示板に会員の皆様の書き込みをお願いします。
ナイス福岡のアドレスはこのページの一番下に表示しています。
会費振込について
それぞれの会員の皆様の会員期限をタックシール部分に明記してあります。
各自ご確認の上、郵便局にて下記の郵便振替口座に振り込みをお願いいたします。
なお、会計年度は 6 月から翌年 5 月末までです。
郵便振替口座：福岡県自然観察指導員連絡協議会 01760-9-15783 年会費：2000 円
皆に知らせたいことはありませんか？
皆さんが行っている観察会やイベントの案内、自然保護に関する情報やご意見、
お薦めの本の紹介などをお寄せ下さい。原稿は定例会の一週間前までに事務局にお送
り頂くとその月の会報に載せることができます。皆さんの情報をお待ちしています。
定例会に参加してみませんか？
本会の運営に関する打ち合わせや情報交換、会報の発送作業を原則として
毎月第２金曜の 18:00〜20:00 ごろまで自然案内舎㈲クラバードにて行っています。
会員の方はどなたでも参加できるのでお気軽にお立ち寄り下さい。皆さんのおこしを
心よりお待ちしています！
次回の定例会は、２月９日（金）午後６時より事務局で行います。２月号の原稿は、

色はやはり赤いもの感じますね︒︽本のむし︾

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

１１／３０は、講習会の記念写真を発
編集後記
送のために、山本勝・重松尚紀・田村耕作が対応しま
した。
１２／８定例発送会は、山本勝・福田治・
中岡康二・鶴田義明・田中健二・大塚俊樹・重松尚紀・
西村裕美・田村耕作が参加。 定例会のためにゆべし
（ＭＹ）、並んで買ったクロワッサン（ＫＴ）、ある有
名なクロボウ（ＯＨ）、台湾土産（ＹＮ）の差し入れが
あり、豪華なお茶菓子に感謝しつつ
いただきました。
暖冬といわれつつも雪の予報を
聞きながら原稿を作成する機会と
なりました。田字草

