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季節感
花笠おどりの花笠に見立てた
ネーミング！？シソ科で花に
は蜜が微かにあり、茎は四角！
『オドリコソウ』
平成１９年４月末日
糟屋郡久山町猪野
大塚俊樹

お知らせ

＃１４

皐月を迎え、初夏の兆しも見えるようになったが、庭の木々は例年に
比べるといささか様子がおかしいようである。今年は冬場の気候変動が
大きく、寒暖の差が激しかった。このためか、ウメは２月中旬から咲き
始めたが、花は少なく、しかし３月中旬まで長々と咲いていた。また、
葉芽が異常に小さく、いつまでも成長しないので、ついに枯れるのかと
心配していたが、４月中旬になって異常な早さで成長しだし、今は例年
になく大きな葉を付け、生き生きと伸び出した。また、今年は実を殆ど
付けていない。このような、例年とは違う姿はモチノキやサザンカ、キ
ンモクセイなど色々な植物で見られる。例年に比べ、３月は異常に寒く、
４月前半は異常に暖かかった為とも考えられるが、もっと長期の気候状
況を考えた方が良さそうである。
しかし、ヤブツバキやホオノキ、コブシ、ツツジ類など街路樹や公園、
庭園などに植樹されている花木は、一般に少々開花が遅れたようである
が美事なものが多かった。クマは４月下旬に高良山のツツジ園に出没し
たが、その美事さに感動していた。高良大社本殿脇のクルメツツジの一
群は同種の原木群である。原種はヤマツツジで、江戸時代中期に栽培化
されたものである。
動物の活動状況も、例年に比べいささか遅いような気がする。アマガエ
ル は５月５日にようやく鳴きだした。アマガエルは、春になり冬眠から
覚めると動き出すが、雨が近づき空中湿度が高くなると鳴き出す。チョウ
やハエ、ガなど昆虫類、ヤモリ、トカゲなども見かける数が少ないような
気がする。

６／２３（土）１３時から１５時半頃まで、福岡市中央区西公園にて
『都会の中の緑の島で梅雨時の生きもの観察会』を実施します。
集合は、光雲神社前（公園内に無料駐車場有ります）に、１３時です。
西公園は、福岡市営地下鉄大濠公園駅下車歩いて１５分です。
観察会終了後、１㎞程移動して、野鳥の会福岡支部の事務所を借りて
定例総会を１７時から１８時半まで開催します。 ナイス福岡 事務局
【日本野鳥の会福岡支部事務所の案内】
福岡市中央区大手門３−２−１足立ビル３階 （右の地図参照）
事務所は、福岡市営地下鉄大濠公園駅下車、昭和通りを天神方向に歩いて５分です。
場所がわからない方は、田村の携帯までご連絡下さい。番号：０９０−８２２０−６１６０

｢福岡県政出前講座｣のお知らせ
福岡県では県政の課題など、希望のテーマについて県職員が皆さんの元へお伺いし、わかりやすく説明する｢福岡県出前講座｣
が実施されています。興味のある方は、「申込要領」と「テーマメニュー」等について、問い合わせて下さい。
対象：概ね 20 人以上の県民が実施する集会など。但し、営利・宗教・政治活動や苦情･陳情を目的とする場合は対象外。
時間：土・日・祝日を含む午前 10:00〜午後 8:00 までの間。但し、年末年始の 12/29 日〜1/3 日を除く。
経費：講師派遣費用は無料。有料の資料を希望する場合は、申込者で用意が必要。
会場：申込者で用意が必要(会場使用料などが必要な場合は申込者負担)。会場は県内に限る。
講座のテーマー：「テーマメニュー」表(全 127 ﾃｰﾏ)から希望テーマを選択する。メニューにないものも相談受付けあり。
テーマの例 「私たちの暮らしと森林のはたらき」 ｢これからの森づくり｣ ｢ふくおかのさかなを育む｣ 「まぜればゴミ、わければ資源｣
【問合せ】福岡県県民情報広報課公聴係 担当：稲田
電話番号：０９２−６４３−３１０３
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「那珂川上流の鎮守の森がなくなる・・・」

やま せ み

投稿者：山翡翠

皆さんご存知のとおり、福岡県は福岡都市圏部の渇水対策事業の一つ
として、那珂川町五ヶ山地区と佐賀県旧東背振村(現吉野ヶ里町)にかけ
て、那珂川にある既存 の 2 つのダム (南畑ダム・背振ダム)よりも大き
な「五ヶ山ダム」を現在建設中です。
住民は昨年度中に全世帯移転し、民家も取り壊されて集落の面影は殆
どありません。 ただ 3 月までは、地域の人々が暮らしの中で信仰し、拠
り所にしていた山神社だけは きちんと残っていました。 ナイス福岡で
も 3 年程前の初夏に観察会を行った場所ですので、ご存知の方もいらっ
しゃるでしょう。
先日、その風景が一変しているの見たときは、驚きとショックを隠せ
ませんでした。 ここは計画で取り付け道路予定地だとは、知っていたの
ですが・・・ 以前の姿は、周囲を樹木に覆われていて鳥居があったので、
ようやくそれと分かるような場所だったのですが、樹木が伐採され丸見
えの状態になっていました。しかも鳥居や社殿も取り壊されおり、境内
の端に少しがれきの山がありました。怒りを通り越して、とっても悲し
い気分になりました・・・境内の木々はまだある程度残されているので
すが、伐採禁止とビニールテープで印をつけられている大径木の数本以
外は、すべて伐採されてしまうようです。
（残される大径木はどこかへ移
植するのでしょうか？！）
「五ヶ山ダム」予定地では、工事が進み見慣れた風景が日に日に変わ
ってます。ここまでする必要があったのか？などなど、色々と考えされ
られます。目を背けたくなりますが、皆様の機会があったら是非行って
見てください！！

イベント情報

訂正のお知らせ
お世話になります。池田です。お詫びと訂正です。
会報くすのき１４１号に掲載記事でホソボノコバイモは→ホソバナコバイモ（細花小貝母）
の間違いです。お詫びして訂正させてください。会員の皆様にご迷惑お掛けしました。

今年もきれいにしようネ「ラブアース･クリーンアップ 2007」
◆日時:2007 年 6 月 10 日（日） 午前 9:00 受付開始
小雨決行（雨天中止の場合、順延なし）
◆実施場所:九州,山口各地区の海岸,河川,山なみ他
◆問合せ:ﾗﾌﾞｱｰｽ･ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ福岡地区実行委員会事務局

【参加方法】
①近くの会場に行く
ご家族、お友達で軍手を持って下記の予定会場に集まって下
さい。受付場所などの詳細は、事務局に問合せ下さい。
②自分たちで会場を決めて清掃する
地域、企業、グループなどで下記の予定会場以外の場所を掃
除したいと思われる方は事務局まで連絡して下さい。

◆注意事項
･当日は、強い日差しや海風が予想されます。帽子や上着をご用意下さい。靴は、はきなれた運動靴で参加して下さい。
･ごみ拾いの際に使用する回収用袋は実行委員会で用意されますが、軍手は各自ご用意下さい。
･清掃キャンペーン終了後、現地海岸で食事をする方は、必ず食べた後のごみを持ち帰って下さい。
･来場の際は、できるだけ公共機関を利用して下さい。
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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）
５／２６日（土）６／２３（土）
５／２０（日）６／１７日（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
集 合：天拝山歴史自然公園
駐車場(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）
６／９（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）

６／３（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）

６／１０（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：092-606-0012（山本廣子）

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/
５／２７（日）
濃施山公園探鳥会（高田町）
時 間：9:00〜
集 合：公園内すいせん橋
問合せ：0944-58-1672（野田）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催
５／１９（土）
緑いっぱいの簡保レクセンター跡地 時 間：9:30〜お昼頃
集 合:簡保レクセンター跡地正門
です。
問合せ：092−920−3072（松永）
自然観察会と生物記録会
要：保険料・駐車場代（小銭）
ミミナグサの種を蒔こう！

和白干潟を守る会 主催
５／２６（土）
守る会定例会議
時 間：10:30〜12:30
集 合：和白干潟を守る会事務所
問合せ：092‐606‐5588（田中貞子）

福岡植物友の会 主催
５／１９（土）〜２０（日）
平尾台･山田緑地九州合同植物観察会

福岡市油山自然観察の森 主催
５／２０（日）
薫る森 自然かんさつハイキング
新緑の森を、花や野鳥などの声を楽
しみながら散策します。
※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

５／２６（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）

久留米の自然を守る会 主催
６／９（土）
第３４５回例会
ホタルの夕べ
時 間：19:00〜20:00
集 合：高良内校区公民館
参加費：１００円
現 地：高良川上流・寺尾谷入口
問合せ：0944-42-1942（金原優子）

詳細は：092-947-6536
（大吉博子）

※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。

６／３（日）
「油山・自然案内人の会」
ボランティア体験＆説明会
自然の楽しみ方を人に伝える自然案内
体験とボランティアグループの紹介を
行います。
時 間：10:00〜15:00
対 象 ：高校生以上・２０人
申込み ：往復はがき５月２６日必着
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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）

2007 年４月 14 日鎮守の杜シリーズ 西公園〔光雲(てるも)神社〕観察会の参加報告
報告： 鶴田義明の自然塾 （＾ｏ＾）/"
新芽が拡がりかけた西公園、ゆったりと散策できて爽快な
気分でした。
福田さんのご案内で、たくさんの生きものたちの活動が活
発になってくる４月、視点を変えればいろいろなものが見え
てきますね。
４匹の大スズメバチとも出会い、
「今年もスズメバチ対策は
充分に！」と気が引き締まる思いの場面もあり.今回も参加出
来て良かったです。
報告： 福田
おつかれさまでしたー。けっこういろいろ見られましたね
ぇ。楽しかった。

報告： 田字草
春らしい４／１４の午後、２０名で西公園を散策しました。
観察のための小道具もいろいろと紹介。自然の中を仲間と共
に歩くたびに、新しい発見、新しい視点を経験しています。
第１回目の皆さんの様子から第２回目をお世話しました。そ
の甲斐がまたあったと言うことです。
しばらく西公園観察会続けたいなあ、と思いはじめています。
報告： ３１２
いや〜、面白かったですね〜。経験豊富な方々の小道具も
流石でした。スケール感覚の訓練(?)法もいろいろ役に立ちそ
うです。ありがとうございました。
下嘴が異常に伸びたハシボソガラスの写真を付けます。上
側は正常なんかな〜?がんばって生き延びてくれれば良いの
ですが。

「キレイ！」と感動モノだった
サンゴジュハムシの幼虫。

一方、怖いもの見たさのほうで
人気があったオオスズメバチ。

報告：岩部良子
ナイス福岡の自然観察会に 2 回参加してふと思ったのです
が、水辺の 観察が加わるともっと面白いのではないでしょう
か？ 水辺では、水と深い係りを持って生きている生き物が沢
山おり、陸と は違った生き物に出会えると思います。
水辺にも海、川、池、湖、田んぼ、ため池などいろいろあり
ますが、 知識の豊富なナイス福岡の参加者で見て歩くと、何
処でも、きっと新しい発見できると思っています。
私の個人的なテーマは、生き物達の生活する舞台になって
いる大地 （地形、地質、土壌など）や、水辺環境の「水」の
事を分かり易く 説明できる人になることです。
自然観察会で、いろいろな方の話しを伺いながら、新しい
発想と元気 をもらっています。
これからも、よろしくお願いいたします。

報告： そね
自然に触れて，楽しい！すごい！きれい！などと感動した
ことをよりおもしろく，分かりやすく伝えるには・・？？
といつもアンテナを張っていることが大切なんだなぁという
ことを教えていただきました。そうすることで，普段目にし
ている何気ない道具が，秘儀グッズとして輝いて見えてくる
のでしょう。
＋今回のように気づいたもしくは作った秘儀グッズを紹介
しあうことは，自分では気付けなかった新たな感動を見つけ
られる場にもなるんだなぁと感じました。
定期的にこのような観察会をもてれば，とても良い刺激に
なりそうです。有難うございました。
画像は，陽もだいぶ傾いた終わ
り頃に捕まえられたウコンエダ
シャクです。（ピンぼけはご愛嬌）
翅はやぶけているのではありませ
ん。しかも，すけすけの小窓まで
ある、おしゃれさんでした。
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ちょっと気になるこんな記事

･

｣

︵ねこ︶

電気があることが当たり前になっている日本の生活︒テレビ・電子レンジ・携帯電話などな

ど︑電気を利用した便利グッズもあふれていますね︒

電磁界は︑普段の生活では目に見えず︑感じる事もできない私は︑気にはなっても︑ついそ

れらを利用してしまいます︒
﹁どんな影響があるか分からない 一番怖い事かもしれません︒

慣れてしまって︑忘れないよう気をつけないと ・

・・・書籍の紹介・・・

『チョウ類保全ガイド』
チョウをシンボルに自然環境を守る

チョウ類の保全をすすめる為に、チョウやその生
息環境、保全などについて、わかりやすく作成され
たパンフレットです。
身近なチョウ、日本のチョウの現状、チョウとそ
の生息環境、チョウをどうして守るのか？チョウを
守る活動、レッドデータブックのチョウ類など、幅
広く紹介されています。
購入を希望される方は、郵便振替口座に、必要部
数、送付先を明記の上、代金を振り込んで下さい。
折り返し、クロネコメール便で送られてきます。
チョウ類の保全活動や自然観察会などでの無償
配布またはそれに類する利用に限り、大口割引もあ
るようです。複数部希望の場合や、郵送料、詳細に
ついては問い合わせて下さい。
尚、日本チョウ類保全協会のホームページでも、詳
しく紹介されています。
【価格】
1 部：300 円
【ホームページアドレス】
http://japan-inter.net/butterflyconservation/
【問合せ先】
特定非営利活動法人 日本チョウ類保全協会
〒257-0048 神奈川県秦野市幸町 4-18
mail:butterfly-conservation@japan-inter.net
【振込み先】
郵便振替口座
加入者名「日本チョウ類保全協会」
口座番号 ００８６０−５−１４８１０７
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キ ブ シ 情 報
キブシの花や実をくすのきで既に紹介しています。2006
年３月号の『季節感』にて大塚俊樹さんが花（多分雌花）
を取り上げています。また、2006 年９月号にて、山本勝さ
んが『これ何だろう』でキブシの若い実を取り上げていま
す。なかなか人気の有る樹木のようです。
そこで、キブシの情報を少し集めました。
キブシ科キブシ〔木五倍子〕は、かんざしばなや木藤（キ
フジ）という呼び名もあり、九州では３月から４月にかけ
て黄色い小さな花を何十個もぶら下げて咲く木です。マメ
ビシという別名も有ります。この木は雌雄異株で、雌花は
短い穂で、雄花は長い穂になります。
果実は五倍子（ふし）の代わりとして黒い色の染料とし
て用いられたようです。この木の芯は、取りだしていろい
ろと利用されていました。ひとつは燈心の代用としてもちいられたとの事です。私はこの経験はありませんが、キ
ブシ鉄砲や芯でいろいろな形を作って遊びました。芯は枝から取りだした時には柔らかくて変幻自在になるので、
とりだして素早く思い思いの形を作り、割り箸と糸で固定します。しばらくすると柔らかだった芯が固まります。
また、木の芯を取りだした枝をもちいてキブシ鉄砲を作って遊びます。
ともかく、少し前までは、多様に利用された有用植物の一つだったようです。田字草
４月号の「これは何だろ
う!？」の答えは、イスノキ
の花でした。皆さん、わか
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ りましたか?
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、６月８日（金）午後６時より事務局で行います。６月号の原稿は、５／３１（木）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。
他団体の会報の紹介
・日本野鳥の会筑後支部 まめわり第 73 号 2007 年５月１日
・福岡植物友の会 福岡植物友の会会報第４８巻 平成１９年（2007）5 月号
・ＮＡＣＳ−Ｊ自然観察指導員佐賀県連絡会 ネイチャー佐賀第 30 号 2007 年４月１日
・ＮＯＰ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 no.139 2007 年 4 月 1 日
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
編集後記 2007 年４／１３定例発送会は、山本勝・
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/

-6-

福田治・鶴田義明・大塚俊樹・・田中健二・西村裕美・
田村耕作が参加。冷川昌彦・藤川渡からは欠席の連絡
有り。定例会のために黒門の焼き芋（ＭＹ）、愛媛のデ
コポン（ＹＴ）、例のクロワッサン（ＫＴ）の差し入れ
があり、感謝しつついただきました。西公園の商店街
のオオシマザクラの葉の緑が一段と濃く
成ってます。秋の紅葉が楽しみです。
葉を草木初めに利用したいのです。
田字草

