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季節感
小さな筒状花が集まって一つの花を成す。
枝は常に三又に分岐するから名前の由来
となる。 和紙の原料コウゾ、
ミツマタの『三椏の花』

平成２１年３月１日
宗像市吉田、鎮国寺
大塚俊樹

＃３６

生物進化と自然教育―２
Ｎｏ．３６
前号で紹介した、クマが実行委員長を務めた日本生物教育学会第８６回福岡大会で、
クマも次のテーマで研究発表を行った。「日本の植生と里地里山 ‐ 里山生活文化を
学生達にどう伝えるか ‐」その内容はクマが久留米工業大学環境共生学科で学生達
に講義している「環境生態学」の講義テーマの一つである。学会で行った発表内容の
概要は次の通りである。
縄文中期の三内丸山遺跡から判る、クリの栽培を中心とした冷温帯ナラ林文化の中
での生活スタイル。縄文晩期の水稲栽培開始から弥生早期にかけての周辺環境の変化
＝里山化。弥生晩期から古墳時代にかけての古代人の生活圏の拡がり。これらの時代
の周辺環境の変化を、遺跡周辺の花粉分析の結果から学生達に読み取らせる。さらに
歴史時代に入ってからは文献資料や平安貴族の生活スタイル＝春はサクラ、秋はモミ
ジを愛でる里山文化から、里地里山＝雑木林の環境を読み取る。これらの作業から、
生態学で学ぶ「群系」はあくまで潜在植生に過ぎないこと、日本人の生活文化は里地
里山を基礎にしていることに気づかせる。福岡地方の文献資料としては福岡県地理全
誌 （明治初期に刊行）、筑前の国名所図絵 （奥村玉蘭・1800 年代初期に作成） 等
がある。
クマは今週初め（３月９～１０日）に、クマの洞窟（自宅）がある筑紫野市御笠地
区の”自然を楽しむ会”のメンバー達と、熊本県五家荘～人吉へ出かけた。そして、
宮崎・鹿児島県境に近い山中にある”かくれ里の湯”に宿泊した。この宿は、九州高
速加久藤トンネルの上部付近にあり、人里離れた山中の１軒屋である。
ここで、宿を取り巻く周辺の山々の雑木林に感動した。半分は本格的なアカマツ林で、
その周囲には点々と低木の雑木林が見られた。人吉盆地周辺の山々では近年まで焼き
畑が行われたそうである。雑木林の中には点々とヤマザクラが見られ、春のサクラ、
秋の紅葉は見事だそうである。会員の皆さんも機会があれば是非一度は訪れてほしい
と思った。

この生きものは何しているのでしょうね。

※※※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Ｈ
Ｐ)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。
-1宜しくお願いします。

撮影：本のむし＆田字草

～

☆これは何だか解かりますか?☆
※ヒント※

タブノキの葉っぱは優しい揺りかご？！

☆前回(16３号）の解答☆
ニワトリの手羽先の骨格イメージです。
ヒトと比較すると、手の肘から指にかけての骨格です。
手指が、３本なのが解りますか？
このことで、鳥の先祖が恐竜と同じ系統だということです。
参考図書：「フライドチキンの恐竜学」盛口 満 サイエンス・
アイ新書
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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）
３／２８（土）４／２５（土）
３／１５（日）４／１９（日）
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車場
集 合：天拝山歴史自然公園
(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）
４／１１（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）

４／１２（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）
３／２２（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）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催 http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
４／11（土）
要：保険料
場所はブログにて。
時 間：9：30～12 時 30 頃
問合せ：092－920－3072（松永）

４／５（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
３／１５（日）
能古島（福岡市西区）
ヤブツバキ、マテバシイ
092-947-6536（大吉博子）

三国丘陵 検索 ですぐにヒットし
ます。

署名活動へのご協力、ありがとうござい
ました。2 月末をもちまして署名の記入
は終了いたしました。報告は改めてさせ
ていただきます。

署名活動にご協力お願いします。
和白干潟を守る会 主催
３／２８（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
３／１５（日）
春が来た！ 自然観察ハイキング
時 間：10：00～13：00
対 象：一般
申込み：不要
定 員：なし

久留米の自然を守る会 主催
３／２９（日） 第３６８回例会
３／２８（土）
筑後川春の野草を愉しむ会
クリーン作戦 と自然観察会
時 間：9：00～15:00
時 間：15：00～17：00
集 合：くるめウス
集 合：海の広場 駐車場なし
参加費：300円
長靴・軍手があると便利
持ち物：マイハシ、マイカップ、
問合せ：092-661-1594（田辺スミ子）
水筒
問合せ：0942-46-8622（古賀）
小雨決行

※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。

３／２２（日）
さえずり響く森で
バードウオッチング
鶯のせずりなど、春の森の野鳥を観察
します。
時 間：10：00 ～13：00
対 象：一般
申込み：不要
定 員：20 人
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問合せ：油山自然観察センター
参加費:１００円
〒811-1355
福岡市南区大字桧原 855-1
TEL：092-871-2112
開館 9:00～16:30（月曜休館）

『私の子供達へ』

作詞、曲 笠木 透

生きている鳥達が
生きて飛び回る空を
あなたに残しておいて
やれるだろうか？父さんは？
眼を閉じてごらんなさい
山が見えるでしょう
近付いてごらんなさい
こぶしの花があるでしょう
生きている魚達が
生きて泳ぎまわる川を
あなたに残しておいてやれるだろうか？母さんは
眼をを閉じてごらんなさい野原が見えるでしょう
近付いてごらんなさい
竜胆の花があるでしょう
生きている君達が生きて走りまわる土を
あなたに残しておいてやれるだろうか？僕達は
眼を閉じてごらんなさい
山が見えるでしょう
近付いてごらんなさい
こぶしの花があるでしょう

私の好きな歌です。
現在、地球温暖化が騒がれていますけど、その情報はテレビ等のメディアからだけではありませんか？
それでは情報操作されている可能性があり危険な事と思います、それよりも私達は身近かな自然環境フィールドに
もっと近付いて身体の全ての感覚を研ぎ澄まし、その自然環境の声に耳を傾けなければならないと思います。自然環境を流行
(ブーム)にした場合、必ず終演してしまいます。私達は一般の方々よりも自然環境に関しての確かな知識を有しています

けど、それは自己自慢する為のではないはず、知識は必ず次世代に受けつなげていかねばなりません。愚痴の一つで
した。 中岡康二

-４-

こんなところにこんな生きものが生きていました！
大分県竹田市久住町の赤川温泉泉源付近（標高 約1000ｍ）の硫黄分を含んだ温泉水がちょろちょろ流れて
いる小さな沢にこの生きものたちが棲んでいました。
生きものは何も棲んでいないと思っていただけにびっくり仰天しました！！

こんな早春の息吹を見つけました。

シキミの花

通称：ゾウの鼻

ネコヤナギ

2009.3.7 撮影＆報告：田字草
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お知らせ
世界自然遺産の屋久島からの平成２１年度自然体験セミナーのお知らせが届いています。
４月は新緑の森歩き ４／１７（金）～４／１９（日）有料
以後、毎月屋久島を体験する内容が予定されています。
問い合わせ・申し込みは、（財）屋久島環境文化財団 鹿児島県屋久島環境文化研修センター
電話０９９７－４６－２９００・ＦＡＸ０９９７－４９－７０１５
ホームページも参考にしてください。

◆◆◆◆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３月１３日（金）午後６時より事務局で行います。３月号の原稿は、３／７（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９４号 ０９．３．０１
・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１２６号 ０９．２．１９
・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 ２５周年特集号 ０９．２．１９
〔２５周年おめでとうございます。普通の活動として継続することが大切ですね。〕
・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ７４ ２００９．２．
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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/

編集後記
２００９年２／１３定例発送会は、冷川昌彦・山本勝・藤川
渡・田村耕作が参加。
・鶴田義明・大塚俊樹からは欠席の連絡。
複写機の不具合で出席者にご迷惑をかけました。６月の定例
総会をどこでどうするか、場所は筑紫野市の竜岩、二丈町、
能古島などの案がでていますよ。田字草
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