
ナイス福岡 会報 2010 年４月 

         kuma はこの４月から、筑紫女学園大学短期大学部幼児教育科の特任

教授に就任した。その理由は、現・教授である 佐々木  浩 氏がインドネシ

アを中心とした東南アジアで、カワウソの調査に行かれた。彼は日本でのカ

ワウソ研究の第一人者である。日本の国特別天然記念物であるカワウソは、

現在絶滅に瀕していると考えられている。この為、現在でもカワウソが多く

すんでいるインドネシアでより正確な生態を解明するため、１年間に渡る調

査活動に従事するためである。それで、この間の講義をクマに依頼された。

 佐々木氏とは、彼が九州大学理学部生態学の大学院に入り、小野勇一氏

に弟子入りしたときからの知り合いで、当時大きな社会問題となっていた「博

多湾埋め立て事業→人工島建設事業」に関する学習会や反対集会に誘ってい

た。その後も県のレッドデータブック制作の為の調査活動等に大きな力を発揮

してくれていた。この為、今年で７０歳になるｋｕｍａであるが、彼からの依

頼を断るためにはいかなかったのが、特認教授へ就任した 大の理由である。

kuma は、４年前より２年間精華女子短期大学幼児学科で「生き物と環境」

と言うテーマで講義したことがあり、今回も同じような講義を行うことになっ

ている。 

 この学科は幼稚園教諭や保育士の養成課程であるが、 近の若者につい

て言えることは、幼少期に自然の中で遊んだ経験が遊んだ経験が少ないことで

ある。この為、講義の中心テーマの一つは具体的な自然観察活動となる。子供

達に身の回りの自然や環境を教えるためには、自身が虫や魚、小動物達を手に

とって観察し、季節に応じた草花や樹木の実などを知っておかなければならな

い。大学は太宰府市と筑紫野市の境界にある高雄山の山麓に位置し、すぐ側ま

で森林が迫っている。また、国立博物館がある山にも近く自然環境に恵まれて

おり、問題なく色々な実習が行える。kuma は、学生達に自然の中で遊ぶこ

との素晴らしさを伝えようと思っている。 

yumi 

◇◇◇自然観察会のお知らせ◇◇◇ 

～生物多様性を体感しよう！～ 

※日時：４月２４日（土）１０時から１５時頃まで 

※集合場所：油山市民の森自然観察センター(福岡市南区) 

 

会員の交流と情報交換をしつつ、生きものを楽しみたいと思います。 

 

※御世話係：田村 耕作 

※問い合わせ先：０９２－４００－１７６５
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自自然然感感  
１７７ 

季節感 

＃４８ 

山沿いの湿った林下、斜面などに

群生する。 

今年は開花が遅い様だ。和名はヒ

オウギの漢名の射干からとった

もの… 

            『シャガ』

      平成 22 年４月４日

      福岡市西区飯盛神社

              大塚俊樹

☆☆こと座流星群☆☆ 

この流星群は一時間当たり十個程

度ですが 1922 年 1945 年 1982 年に

は 100 個以上の流星が現れた、気ま

ぐれさんの流星群です。 

スッーと光りの筋が残ったり明る

く速い流星が多く稀に火の玉クラ

スの大物も出現する可能性あり。 

☆時期：4/15～4/25 

☆ピークは 4/23 の午前２時頃か

ら明け方近く 

☆出現場所：こと座のベガから少

し右側 

(大牟田・中岡) 
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●ツクシショウジョウバカマが咲いていました● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月の末に、大根字山の麓でツクショウジョウバカマの

花を見ることができました。淡い紫のこの花がとても好

きです。 

 薄暗く少し湿った場所に咲いていますが、物静かなた

たずまいの中に存在感があります。しばらくのあいだ見

とれてしまいました。 

この前日に出掛けた油山自然観察の森では、まだ葉っ

ぱだけでしたが、もう咲いているかもしれませんね。   

（ねこ）

？？このシジミチョウさんは、どなたでしょう？？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高田町の濃施山公園で出逢いました。 

ヤマトシジミにも似ていますけどルリシジミにも似てい

ます。写メを撮るのに夢中になってしまい識別を忘れてい

ました。 

この公園ではフデリンドウが咲き始めていました。 

３月 22 日には島原市の山中でキビタキとハルゼミの声を

聞きました。            （大牟田・中岡）

◆◆◆「市民調査全国大会」 調査活動の発表者募集のお知らせ◆◆◆ 
 

みなさんはセミの抜け殻調査など、市民が調査する自然環境調査（以下、 

市民調査）に参加したことはありますか？市民調査は、自分自身で地域の 

自然の変化を知ることや、その場に合わせた保全対策をたてることに役立 

ち、自然を守る大きな力になります。 

この力をもっと大きくしていくために、全国各地で市民調査を行っている 

人たちが一同に集まる「市民調査全国大会」を 7 月 3～4 日、東京で開催し 

ます。大会では、「基調講演」「分科会」「発表会」の 3 つのプログラムを通 

して、市民調査の意義を再確認し、知恵と人のネットワークをつくることで、 

市民調査の活性化につなげていきます。大会の成果は、COP10 の機会を活用して発信します。 

※「市民調査の発表会」より「市民調査全国大会」に名称変更しました。 

 

～開催概要～ 

開催日時  ： 2010 年 7 月 3 日（土）～7月 4 日（日）  

開催場所  ： 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神園町 3-1） 

http://nyc.niye.go.jp/  

各開催日詳細  ： 7 月 3 日（土） 

・市民調査の意義を再認識する「基調講演」 

・現場の問題を話し合う「分科会」 

※申し込みと問い合わせ先 

（財）日本自然保護協会 市民調査全国大会 事務局 ／ 担当：福田真由子 

〒１０４－００３３ 東京都中央区新川１－１６－１０ ミトヨビル２Ｆ 

電話 : ０３－３５５３－４１０４ ／ ＦＡＸ ： ０３－３５５３－０１３９ 

ＨＰ ⇒（財）日本自然保護協会で検索 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野鳥の会筑後支部 主催      ※参加費：100 円（中学生以下無料）    福岡植物友の会 主催 

 

 

 

 

         

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催  http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/                                  

 

                                         

  

 

 

 

 

和白干潟を守る会 主催                                  久留米の自然を守る会 主催   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

福岡市油山自然観察の森 主催     ※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５／９（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）

４／２５（日） 

春が着た！自然観察ハイキング 

 

鳥たちのさえずりに春を感じながら、 

バードウオッチングを楽しみます。 

集 合：自然観察センター前  

時 間：9：30～12：30 

対 象：一般 

申込み：不要 （9：10 より受付け） 

定 員：なし  

持ち物：双眼鏡（貸出あり） 

雨天実施

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）

５／８（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） 

５／４（火） 

県営春日公園（春日市） 

時 間：10:00～12:00 

集 合：旧公園管理センター前 

問合せ：090-7390-3561（小野仁） 

４／２４（土）５／２２（土） 

久末ダム探鳥会（福間町） 

時 間：8:00～11:00 

集 合：久末ダム多目的広場横駐

車場 (管理事務所下) 

問合せ：0940-33-7846（高原和幸）

４／１８（日）５／１６（日） 

天拝山探鳥会（筑紫野市） 

時 間：9:00～12:00 

集 合：天拝山歴史自然公園 

問合せ：092-920-7112（山本勝） 

 

４／１８（日） 

伊原山（福岡・佐賀県境）983ｍ 

コンロンソウやイチヤクソウなど  

参加は有料 予約必要  

090-7292-4226（北野星二）

４／２４（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：090-1346-0460（田辺スミ子）

４／２４（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） 

４／１８（日） 

春の森、自然かんさつハイキング 

 

春の花が咲きそろい、昆虫たちが動 

き出した森を散策します。。 

集 合：自然観察センター前  

時 間：10：00～13：00 

対 象：一般 

申込み：不要 （9：30 より受付け） 

定 員：なし  

雨天実施 

４／２５（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） 
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５／２（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）

 

４／２９（木）･昭和の日 
379 回例会 高良山樹木の名札付   

時 間：9：00～ 

場 所：久留米市御井町・御井小学 

校前 樹木名札付け出発地：高 

良大社前まで車に同乗。コー 

ス：南回り遊歩道～森林公園 

昼 食：ダゴ汁・大根葉飯・200 円 

解 散：高良大社前 

0942-46-8622（古賀） 

５／１（土） 

自然観察会（植物･昆虫･野鳥など） 

集 合：後日ブログにて  

時 間：9：30～12 時 30 頃  

問合せ：092－920－3072（松永） 

要：保険料 100 円 

 

跡地に入れるかどうかにより集合場

所は変わります。 

三国丘陵 検索 ですぐにヒット

します。 

           

           

           

 

             

ミミナグサの咲く里  三国･松永 



★★★生物多様性ＥＸＰＯ２０１０★★★ ～自然観察会への感想～ 
 

先号でもご報告いたしましたが、２／２６から３日間、環境省主催の生物多様性の展示会での自然観察会に、ナイス

福岡として協力しました。各日ともに午前と午後の２回、合わせて６回観察会を実施しました。 

その参加者からの感想が多数寄せられておりますので、今号・来号の２回にわたって掲載します。 

 

◎感想◎ 

●いつもと違う観察会で楽しかったです。自然を見る目がそれぞれ違うのが面白かったです。ありがとうございまし

た。 

●冬場の街中の生き物が予想外に多種だった。面白く案内していただきました。 

●植物の観察会にはよく行きますが、今日は虫たちの案内もしていただき、とても有意義でした。 

●大変ありがとうございました。普段見すごす所に一生懸命生きている生物がいる事におどろきました。これから山

歩きしてみたいと思います。 

●楽しかったです。またチャンスがあれば参加したいと思います。ありがとうございました。 

●舞鶴公園における生物多様性を色々確認することができました。大変参考になりました。 

●今までは近すぎて舞鶴公園を歩く事がありませんでした。植物や昆虫を詳しく教えて頂きありがとうございます。

小学校で子供達に生き物の大切さを教えてほしいと思いました。 

●久々にかたつむりを見ました。雄雌同体とは生まれて来る数が雄 50％、雌 50％ではないのに、何でこの頃数が減っ

たんだろう？ 

●雨の中での観察会はとても楽しかったです。植物が雨にぬれて

生き生きしていたのを見て、生きる力を感じました。葉っぱの

うらがわに何があるのか？今度さがしてみたいと思います。あ

りがとうございました。 

●クスの木が好きな虫。クスの木が嫌いな虫。いろんな虫がいる

っておもしろい 

●久しぶりに観察しながらゆっくりと歩いてみると、梅の香りや

鳥の声を感じ、気持ちがよかった。冬ぎする虫やきのこの感触

など、新たな発見がたくさんあり、おもしろい時間でした。す

べての生き物に役割があるという言葉が印象的で心に残りま

した。そんなふうにあらためて植物や虫を見てみると、今まで

以上にもっと生きものたちを愛おしく感じることができるよ

うに思えます。ありがとうございました。 

●イヌビワが多かった。冬越しの生き物、木がイキイキしていた。実をつけている木があって、冬なのにすごいと思

い感動。とても楽しくたくさんの植物の事、生き物の事を学ばせて頂きありがとうございました。 

●こんな街中にもたくさん生き物がいるんだなと思いました。楽しかったです。 

●すべての生き物には役割があるという言葉は印象的でした。冬越しの中の生きものを見る機会を得て、この目で見

たことは思わぬ感動でした。ありがとうございました。これからは自分の回りの生き物たちを見つめていきたいで

す 

●知らない世界を見られて良かった。又観察会に参加したい 

●新しい発見もたくさんあり楽しかったです。あと 1 時間位あったらいいなぁと思います。ありがとうございました。 

●とてもなごやかで有意義な観察会でした。楽しかったです。 

●たのしかった 

●あっという間の時間で楽しく参加させて頂きました 

●思わぬところに小さな生きものがいて嬉しかった 

●早春の城内も注意して見ると楽しめる事が分かりました。大木の幹にセミの抜け殻が行列していたのが印象に残り

ます。 

●越冬の蝶達の様子がわかりおもしろかったです。ありがとうございました。 

●足元の生物たちをこんなにじっくり見たことはありませんでした。楽しかったです。ありがとうございました。 

●いつもは気付かなかった植物が見られてよかったです。枯木も虫達にとってはとても大切な事を知りました。 

●街中の公園にも様々な生き物がいることにびっくりしました。知らないことを教えて頂きありがとうございました。 

●いろんなことをしってたのしかったです。あるいてきもちよかったです。 
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◎観察会受付に張られた感想いろいろ◎ 

●葉のうらの胞子、ツバキの蜜など、普段見られない、味わ

えない事がたくさんできて楽しかったです。 

●大変たのしかったです 

●自然観察会に参加できてよかった。肌寒いとはいえ、着々

と春が来ている事を幼虫や小さな花で感じることが出来た。

指導員の方々、ありがとうございました！ 

●初めて福岡城跡の舞鶴公園に来て、普段見られない生き物

を見ることができた。クロテンフユシャクが印象的で実物

を見たくなった。自分たちで見つけてみたい。 

●今まで見えなかった物が見えた。また参加したい。 

●これからの散歩がますます楽しくなりそうです。 

●知らなかった事などたくさんあって、面白くて楽しい瞬間

でした。                   

●セモンジンガサハムシをレンズを使って拡大して見せてもらいました。きれいな金色の模様が印象的でした。ノキ

シノブの葉裏の胞子もすごかったです。いつも自然観察では感動的な動植物の姿を見ることができてうれしいです。 

●普段の生活でも動植物に目を向けるように注意しようかと思います。意外に種類が多かったのでおもしろかったで

す。 

●たのしかったです。もっと時間があればいいなと思いました。鳥とかをもっとみたいです。シダの胞子がきもちわ

るかったです。 

●歩いてゆっくり見る楽しさが少しわかったと思います。子供達も興味をもってくれそうです。ありがとうございま

した。 

●ふだん見られない物が見られたのでよかったです。もっと時間をかけて見たかったです。 

●ご案内ありがとうございました。参加人数が多いので難しいかとは思いますが、解説員の方々が説明ポイントに到

着してからすぐに説明をスタートするのを、参加者全員がポイントに着いたのを確認してから説明を始められると

より楽しいものになると思います。 

●とても良い事を教わりました。地元（大牟田）にもすぐそばを注意深く観察すれば多くの生き物が見つかりそうで

す。幸いな事に手入れの行き届いていない木々が有ります。図鑑では分からない事がいっぱい有るのですね。あり

がとうございました。 

●ここはエノキとクスノキがとても多いので、時期にはゴマザラチョウとアオスジアゲハが相当飛ぶんだろうな～と

想像しました。キノカワガのマユは思ったよりしっかりしていました。でもちゃんとそれを見抜いてつっついた誰

か（野鳥？）はすこいですね。雨だったけどとても楽しかったです。生き物にとっては恵の雨ですね。 

●何気ない林にもよく見るといろんな生き物がいると学びました。もっと時間があればよかったのですが…これから

自分で探そうと思います。 

●初めてこのような自然観察会に参加しました。今まで見過ごしていたいろいろな生物の観察ポイントや生き方を教

えていただきありがとうございました。今後、近くの公園や家の庭等をよく注意して観察していきたいと思います。 

●久しぶりの観察でしたので新鮮な気持ちで楽しめました。スールを着てこなくて得した気分です、在来種のタンポ

ポが郡生しているのが興味深かったです。 

●越冬している虫たちに焦点をあてて観察が出来、1 人では見つけることもできないサナギ達にあえて感激です。下

見準備等、お疲れ様でした。 

●普段見過ごしそうなミクロの世界を見ることができ、良い体験になりました。 

●飛び込みで参加させていただきました。とても色々なことが学べました。日頃目を向けることのない場所に沢山の

生命体の存在を教えていただきました。日頃気水域での活動に参加させてもらっていますが、目の付けどころが異

なっていました。これからも他分野交流につとめていきたいと思います。 

●小雨の中でしたので虫たちに出会えたのでしょうか？昆虫の生きた姿を見れて大変良い自然観察会でした。 

●雨などで心配だったがカタツムリなど雨ならではの生き物に出会えたので良かった。身近な所にも知らない生き物

がたくさん生息していると分かった。これらの生物が知らないうちにいなくならないようにしたい。 

●ゆっくり観察しながら歩くのは初めてでした。楽しかった。 

●自然観察は初めてで楽しかったです。四季を観たいと思います。 

●今まで気がつかなかった色々な生きものに会うことができました。家の近くでも探してみようと思います。 

●思いがけず自然観察に参加できて、自分も動植物と共に自然の中で生きているという事を再確認しました。とても

有意義でした。 

●雨の日のキクラゲの手触りが良かった。                            （以下次号） 

 

 

 
-5-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆◆◆警告する春◆◆◆ 

大牟田・中岡 

これらの菜の花は何本かの茎が集合

し帯状の茎になっており、花もいつか

の花が複合しています。 

花の部分が重いためにとぐろをまい

ているように咲いていました。まるで

蛇がとぐろをまいて威嚇しているかの

ようでした。 

このような異型な菜の花は今、話題

になっています燐酸トリスと言う環境

ホルモンが関係していると思われます。

この物質はカーテンなどの難燃性を高

めるために使用されているようです。 

化学物質によるシックハウス症候群

の一つです。 

（右端の写真は柳川市大和町の用水路脇の畔で出逢いました菜の花です。）

2010.2.17 筑紫野市油須原三郡山

2010.3.3 大分県由布市庄内町 

阿蘇野黒嶽 

2010.3.19 糟屋郡宇美町 

四王寺県民の森

2010.3.16 筑紫野市天拝坂

最近、気になって仕方ないのが、地衣類のモジゴケ。気にすることは、

観察の第一歩。あちこちで目にするようになった。 

この二ヶ月ほどの間に、撮影したモジゴケです。ほとんどが直径５～６

センチ程度だが、自宅の庭にあったのは３センチ足らず。 

一方で、九重男池の先にあったのは大きなブナの樹幹に直径３０セン

チ以上の大きさで、長い年月をここで育ってきたんだろな・・と感慨深

かった。 

2010.3.18 春日市原町春日公園

こだわりコレクション・・・モジゴケ     撮影：本のむし 
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３月２日   大分県竹田市久住町久住佐渡窪 

満開のマンサクの中にこれから開こうとする蕾があっ

た。今年は昨年より１０日早いと常連さんは言ってい

た。 

３月１９日  福岡県糟屋郡宇美町四王寺県民の森 

ショウジョウバカマの花が咲いていた。 

この時期、出会えると嬉しくなる花のひとつ。 
３月３日  大分県由布市庄内町阿蘇野花牟礼山 

タナグモの仲間だろうか、折からの小雨に棚網が

雨粒のクリスタルに飾られた。主は入り口で思案顔。 

３月１４日   朝倉市江川・江川ダム 

始めてみた花。図鑑をあれこれ見てカンスゲの仲

間にたどり着く。M さんに写真を送り同定していただく

と、カンスゲでよいでしょうとのこと。 

３月１９日   福岡市南区桧原油山市民の森  

冬を乗り切ったルリタテハ。右の下翅に欠損がある

のは、鳥にでも追いかけられたか。日光浴のあと、す

ばやい動きで視界から消えた。 

３月２日   大分県玖珠郡九重町湯坪 

雨の一目山は柳の花芽が顔を出し、葉痕の顔も

ご機嫌顔。 
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２０１０年３／１２定例発送会は、山本勝・藤川渡・

鶴田義明・田村耕作が参加。大塚俊樹から欠席の連絡。

ＫＴからお菓子の差し入れあり。いつの間にかソメイ

ヨシノの花は散りはじめていました。八重咲きやザイ

フリボクの花、シロバナタンポポと 

春たけなわで散策が楽しいですね。 

田字草 

３月中旬、春日市の春日公園で見かけました。 

これは、何だか解りますか？ 

《前回（１７６号）の解答》 

地衣類のモジゴケの仲間でした。地衣類の体は

菌類が作り、中に共生する藻類が光合成をして

栄養を提供しているそうである。酸性雨や大気

の汚染に影響されやすく、もっと注目されて良い

環境教育の教材だと思う。 

             出題は「本のむし」でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆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、２０１０年５月１４日（金）午後６時より事務局で行います。５月号の原稿は、５／１０（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。 

※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１０８号 １０．０４．０１ 

・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１３２号 １０．０３．２５ 

・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．157 2010 年 04 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.49 SPRING 2010 

・北海道自然観察協議会 会報自然観察 第９４号 １０．０３．１５ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

編集後記 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/ 
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⇒これは何だか解かりますか?⇒ 


