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自然感
yumi

季節感
冬枯れの河岸に緑の叢が力強
く、逞しい。 葉はヨシ、茎は
タケと見て別名「よしたけ」と
か。
『ダンチク（葮竹）』
平成２１年１月５日
福岡市早良区西入部
室見川沿い
大塚俊樹

＃３４

新年、明けましておめでとうございます。会員の皆様が今年も元気で積極
的に活躍されることを期待しています。
今年は丑年だ。クマの住処の座敷には小さな博多人形の牛が２頭いる。一
頭は立って歩いており、もう一頭は座り姿で背中に菅公（菅原道真）が座っ
ている。２頭とも横腹に松・竹・梅の線画が描かれているが、１頭は人形師
が描いたもので、もう１頭はクマが描いたものである。これは 12 月のはじ
めに国立博物館で開かれていた三内丸山遺跡展を見に行ったときに、1 階の
ロビーで博多人形を始め、近隣の焼き物や提灯、和楽器などの工芸品が展示
されており、その横で製作の実演が行われていた場所で見つけたものであ
る。人形師の指導で、牛の焼き物に客が色づけをすることが出来、興味を持
ってみていたら人形師から勧められてクマ色づけすることとなった。
下手くそな絵を描きながら人形師と話をしていたら、なんと箱崎中学校の
同期生であることがわかった。人形師は今でも箱崎に住んでおり、70 年前頃
の子供時代に毎日楽しく田園地帯を駆けめぐっていた話で、二人とも感動に
浸った。話の内容はつぎのとおりである。春は菜の花畑で菜の花の中を、腰
をかがめて駆けめぐりながら隠れんぼをし、夏は田んぼの脇を流れる用水路
を干してドジョウやフナを捕り、秋は田畑の脇で実る渋柿をとり家に持ち帰
って渋抜きをして食べていたこと、冬は雪合戦や雪だるま作りを楽しんだこ
となど、楽しかった思い出がほとばしった。
人形師はこれらの思い出を、人形に託して後世に残したいと話しておられ
た。つまり、昔の子供のいろいろな表情や動作を人形で表現し、これらを展
示する施設を作りたいとのことであった。最近は田畑で遊ぶ子供の姿は、ク
マが住んでいる農村地帯でもほとんど見かけることがなくなった。かつての
子供の遊ぶ姿、つまり子供文化を後世に伝えることは、クマ年代の重要な役
目であると考えている。
環境省モニタリングサイト１０００
国際シンポジウム

アジア・オーストラリアを渡る水鳥たち
のフライウェイ
そのモニタリングと国際連係

０９年１月３１日（土）
１３時半～１６時半
福岡国際会議場 国際会議質５０１
入場 無料

※※※事務局からのお知らせ※※※

この、ＮＡＩＳ福岡会報『自然感くすのき』は、ＮＡＩＳ福岡ホームページにも毎号掲載しています。
( http://www.kurabird.com/ (自然案内舎(有)クラバードＨＰ)のトップページ下方にある、「福岡県自然観察指導員連絡協議会」
からお入り下さい。)
現在、この会報は、全会員に郵送しておりますが、もし、「ホームページの方で見るので、郵送分は必要が無い」という方がい
らっしゃいましたら、事務局までお知らせ下さい(連絡先は、会報奥付をご覧下さい)。順次対応させていただきます。
なお、この場合、郵送費用はホームページ維持費に充てますので、ご了承下さい。

※お願い 会報をホームページで見る環境をお持ちの会員は手をあげて下さい。経費節減のためです。
宜しくお願いします。
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海の中道から新宮にかけて、海上空港案があることをご存知ですか？
私達の声が反映されるように、考えてみませんか？

自然観察指導員 案納利江子

タイトル

：福岡空港の総合的な調査 PI を考える集い

開催日時

：平成２１年１月 18 日(日）、13:00～16:00
（16:00～17:00 希望者にはワークショップあり）

開催場所

：糟屋郡新宮町大字下府 425-1
シーオーレ新宮 １Ｆ多目的ホール

会場電話

：092-962-5111

主催

：市民 PI 会議

資料代

：300 円

連絡先

：090-9408-8775 （案納）

＜シーオーレ新宮＞

*公共交通機関でのご来場をお願い致します。
○会場アクセス
・博多駅～JR 福工大前駅
普通列車約 16 分
快速列車 約 12 分
・JR 福工大前駅下車～会場
徒歩 15 分
・西鉄バス
三代バス停から徒歩 15 分
亥ノ坂バス停から徒歩 5 分
東小学校前バス停から徒歩 5 分

玄界灘を泳ぐウミスズメ類／日本野鳥の会福岡支部海鳥記録藩提供
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２００６年４月９日撮影

日本野鳥の会福岡支部 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
１／２４（土）２／２８（土）
１／１８（日）２／１５（日）
-3久末ダム探鳥会（福間町）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：8:00～11:00
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）
２／１４（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）
日本野鳥の会筑後支部 主催
１／２５（日）
濃施山公園（みやま町）
時 間：9:00～
集 合：公園内すいせん橋
0944-58-1672（野田）

２／８（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）

※参加費：100 円（中学生以下無料）

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催 http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
２／７（土）
要：保険料
集合場所は三国のブログでご覧くだ
三国丘陵 検索 ですぐにヒット
さい。開発にゆれておりますので
場所は後日ブログに載せます。
します。
時 間：9：30～12 時 30 頃
問合せ：092－920－3072（松永）
和白干潟を守る会 主催
１／２４（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：092-606-0012（山本廣子）

福岡市油山自然観察の森 主催

２／１（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）

福岡植物友の会 主催
1 月は総会・研究発表会
詳細は：092-947-6536（大吉博子）

エフコープさんの環境助成金で自然観
察冊子ができあがりました。冊子は観察
会のたびに配布します。また大事に使っ
て下さる方にも差し上げることができ
るようになりました。ブログまでご連絡
ください。

久留米の自然を守る会 主催
２／１５（日） 第３６７回例会
１／２４（土）
草木染め
クリーン作戦 と自然観察会
茶色や緑の木の皮や草から、布地が
時 間：15：00～17：00
さまざまな色に染まります。この意
集 合：海の広場 駐車場なし
外性を楽しみましょう。
長靴・軍手があると便利
問合せ：092-661-1594（田辺スミ子） 時 間： 13：30～16:00
集 合：未定
参加費：400円
持ち物：エプロン
問合せ：0942-46-8622（古賀）
※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。

20 周年記念写真展のお知らせ
油山自然観察の森は、今年で 20 周年
を迎えました。それを記念して、各
区役所や市役所で写真展を催しま
す。是非、お越しください。
1 月 19 日～30 日 南区役所
2 月 9 日～20 日 市役所１階ロビー

１／２５（日）
冬こそバードウオッチング入門
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。
時 間：10：00～13：00
対 象：一般
申込み：不要
定 員：なし
集 合：自然観察センター
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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）

福岡県の県有地「簡保レクセンター跡地」の売却に対する署名活動への協力のお願い
三国丘陵の自然を楽しむ会
松永紀代子
小郡・筑紫野ニュータウンでは開発が進み限界まで緑地が減ってしまいました。水辺から樹林まで様々な環境がある
「簡保レクセンター跡地」の現況保存を、私たちは自然保護の立場から福岡県へお願いしてきました。しかし昨 11 月
下旬、跡地の約半分（約１３万平米・地図の斜線で囲んだ部分。☆は新九州歴史資料館。波線は資料館へのアクセス
道路）が、商業施設やマンション、住宅地として開発業者に売却されるとの新聞報道に私たちは愕然としました。こ
の地区のグリーンゾーンの一部でもある売却予定地には、環境省などの絶滅危惧種であるコバネアオイトトンボやミ
ズイロオナガシジミなどの記録もある貴重な場所です。隣接溜池ではオシドリやトモエガモの記録もあり、この部分
が開発されれば、周辺への影響も計り知れません。
急遽売却対策委員会を立ち上げ、跡地検討委員会のお一人でもある小郡市副市長へ「せめて跡地を周回している散策
路沿いの池や湿地を含めた緑地や入り口そばの森林を現況保存」していただけるよう、要望書を提出しました。答え
は「福岡県が売ろうとしているものを小郡市はどうしようもない」というものでした。「検討委員も売るために集めら
れた人たちなので、三国の会のことの報告はあったものの、まったく関心を呼ばなかった」とのことです。
その後の私たちの話し合いで、地元や自然保護団体のお力添えをいただいた署名活動しか方法がない、という結論に
達しました。活動中に売却先が決まってしまうかもしれませんが、それでも私たちの意志を伝えるべきだと思いまし
た。陳情書の宛先は跡地の管理者である福岡県知事と小郡市内のマスタープランの責任者である小郡市長ですので、
署名用紙も 2 枚となります。只今用紙は準備中です。皆様、年頭から申し訳ありませんがどうか賛同団体になってい
ただき、署名のご協力をお願い致します。
連絡先は willard@mbc.ocn.ne.jp
～

図：簡保売却予定地

あるいは mikuni@room312.com です。
～ ミズイロオナガシジミ ～

～

ai
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＜前回（１６１号）の解答＞
軟体動物門頭足綱八腕目アオイガイの貝殻でした。葵貝と書き、植物のアオイの葉の形に似ているところ
からの命名。カイダコともいわれ、タコでありながら貝殻を持っています。冬の玄界灘沿岸に吹き寄せられて、
拾った人は縁起が良いと喜ぶそうです。この冬、ビーチコーミングに出かけませんか。
（石井忠-漂着物事典・海鳥社より）
アオイガイの全体写真添付します。

２００５年３月２日 玄界灘のアビ
撮影 栗原幸則

今月のこれは何だろう

＜ヒント＞冬枯れの山里に・・・

大切にしたい里山の雰囲気ですね。
気持ちが落ち着くと思いませんか。
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☆☆☆ 行事案内 ☆☆☆
風景にきづく 景観をきずく／第３回福岡県景観大会
と き：２００９．２．１５（日）１０時から１６時まで／参加無料
ところ：九州国立博物館（太宰府市）
「こんなまちをつくりたい」「こんなまちにしたい」福岡県の美しいまちづくりをみんなで考え話しませんか
主催「風景にきづく景観をきずく２００８」実行委員会、福岡県、福岡県都市計画協会
問い合わせなどの連絡先 ０９２－７６１－４３４６
◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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、２００９年２月１３日（金）午後６時より事務局で行います。２月号の原稿は、２／７（土）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。
※お願い 会報をホームページで見る環境をお持ちの会員は手をあげて下さい。経費節減のためです。宜しくお願いします。

他団体の会報の紹介
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第９３号 ０９．１．０１
・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１２５号 ０８．１２．０９
・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ７３ ２００８．１２．
・福岡県ＮＰＯ・ボランティアセンター コンテ１３ Winter 2009
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
編集後記 ２００８年１２／１２定例発送会は、山本

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：小野 仁／
編集：田村耕作･山本勝･松永紀代子･吉田素子／会計：宮原俊彦
〒814-0144 福岡市城南区梅林２丁目１０番２３号
ハイツ中村４０１
自然案内舎㈲クラバード内 TEL & FAX：092-４００ｰ１７６５
URL：http://www.kurabird.com/
掲示板 URL: http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/

勝・藤川渡・鶴田義明・大塚俊樹・冷川昌彦・田村耕
作が参加。ＹＴから富裕柿とゆず、MY から洋菓子、
KM からいきなり団子の差し入れあり。みなさん、ど
んな年末年始を過ごされましたか。私は、正月３日間
自宅とその周りで野鳥をみてました。
自宅ではスズメ、ウグイスなど８種、
いつもの散策では２４種を楽しみ
ました。田字草
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