
ナイス福岡 会報 2010 年８月 

kuma は、くすのき第１７７号で紹介したように、本年４月より筑紫女学

園大学短期大学部幼児教育学科で、保育園教諭や保育園保育士を目指す学生

達に、「保育内容の研究（環境）」をテーマとした講義を行っている。 

文部科学省が教育の指針として作っている「学習指導要領」は、幼稚園・

保育園から高等学校まで全ての子どもたちを対象として、幼稚園指導要領、小

学校・中学校・高等学校学習指導要領として出されており、１０年毎に改訂が

行われている。平成に入ってからは基本理念として「生きる力をはぐくむ」を

基本としている。「生きる力」とは次のような能力とされている。 

 ★ 基礎 ・ 基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しようと、自ら課題を

見つけ、自ら学び、自ら考え、主体 的に判断し、行動し、より良く問題を

解決する資質や能力。 ★ 自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思い

やる心や感動する心などの豊かな人間性。 ★ たくましく生きるための健康や

体力 など 

「生きる力」は、２１世紀の知識基盤型社会（ＯＥＣＤの定義）を積極

的に生きて行くために、絶対に必要な能力とされている。幼稚園教育要領の基

本も生きる力の養成とされており、そのためにいかに身の回りの「環境」と係

わるかが基本となっている。幼稚園教育のスタートは、まず身の回りの「自然」

と係わることから始まる。幼い子どもたちが日常的に目にするのは”自然”で

ある。花が咲いた、実がなっている、鳥が鳴きながら飛んでいる、トンボがい

た、カエルがいた、など身の回りの”自然”の変化が目に飛び込んでくる。こ

のような指導を行うため学生達にも、実習として、大学の裏山・高雄山を歩き

回り、目を閉じて音の種類を聞かせたり、タケノコ掘りをやらせたり、山頂の

「大行事」の石碑の前で自然の歴史を話したりして、必要な知識の一部を学習させている。

さらに、幼児を取り巻く「環境」としては、幼稚園・保育園環境、生活環境、家庭環境な

ど、身の回りの環境がある。幼児に求められるのは「周囲の様々な環境に好奇心や探求心

を持ってかかわり、それらを生活に取り入れて行こうとする力を養う」ことである。 

yumi 

☆夏の夜空の情報（一般的なもの）☆ 

☆ペルセウス流星群 

・８月２０日頃まで 

・ピーク・１３日の早朝 

・放射点のペルセウス座は午前１時頃に北北東の

空に昇ります。 

☆８月１２日～１４日 

夜空に水星・金星・火星・土星が斜めにならび、

その横を細く欠けた月が進んでいきます。 

               (大牟田の中岡) 

◆環境フェスティバルふくおか２０１０◆ 

～ 今年も出展します！ ～ ナイス福岡 事務局 田村 

今年度も市民参加型の環境啓発イベント「環境フェスティ

バルふくおか２０１０」に、ナイス福岡として参加します。

会員の皆様の協力をお願いします。 

 

 ◆環境フェスティバル２０１０◆ 

 ■日時：平成２２年１０月２３日（土）・２４日（日） 

１０：００～１６：００ 

 ■会場：福岡市役所西側ふれあい広場 

〃  北側緑地 

〃  市民ロビー 

◎今夏、心配な事◎ 

蝉が少ないようですし、また羽化途中で力尽きた蝉

がたくさんいるようです。    (大牟田の中岡) 
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自自然然感感  
１８１ 

季節感 

＃５２ 

山地の谷合いなど日陰の湿った

場所を好んで群生する。 数年前

に見た、福津市の谷間を埋め尽く

していた白い花の群落は感動的

であった！ 

『ヤブミョウガ』

平成２２年８月６日

     福岡市西区飯盛神社 

 大塚俊樹
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日本野鳥の会 福岡  主催   ※参加費：100 円（中学生以下無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野鳥の会 筑後  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。 
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９／１２（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）

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）

９／１１（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） 

９／７（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） 

８／２８（土）９／２５（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）

８／２２（日）９／１９（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） 

 

８／２２（日） 

小倉紫川上流（北九州市小倉南区）

参加は有料 予約必要 

092-575-3131（北野星二） 

 

８／２８（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）

８／２８（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） 

９／５（日） 

油山「森を育てる会」 

ボランティア体験 

自然観察を楽しみながら、森を守る 

活動をしてみませんか？ ボラン 

ティア団体の紹介も行います。 

集 合：自然観察センター前  

時 間：10：00～13：00 

対 象：一般 

（小･中学生は保護者同伴）  

申込み：往復はがき８／２８必着 

定 員：２０人

 

7 月～8 月はお休みです。 

９／５（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）

 

９／１８（月）383 回例会  

筑後川観月会      

例年どおり、お抹茶をいただきなが

ら、月や星を観察します。月面観察

の指導は、吉田哲磨氏です。 

時 間：19：00～21:00 

集 合：くるめウス 

参加費：300 円 

問合せ：0942-46-8622（古賀） 

 

９／４（土） 

自然観察会（植物･昆虫･野鳥など） 

集 合：小郡市埋蔵文化財調査 

センター前  

時 間：9:30～12:30  

問合せ：092－920-3072（松永） 

要：保険料 100 円 

8 月の観察会はお休みです。 

ブログは 三国丘陵 検索 です

ぐにヒットします。 

          

クロシジミの幼 

虫も一時的に占拠し

たアミメアリ     

            三国･松永 

 



◆◆ 報告 ◆◆ 

タシロラン（福岡県絶滅危惧ＩＩ類）を簡保レクセンター跡地で見つけました 

                       三国丘陵の自然を楽しむ会 代表 松永紀代子 

 

 2010 年 7 月 1 日、観察会の下見で簡保跡地も歩いたのですが、

タシロラン 2 本を見つけました。 三国丘陵内でタシロランを見

つけたのはこれが初めてですし、小郡市や筑紫野市にも、記録は

ないようです。跡地が立ち入り禁止になる以前、何度も足を運ん

でいましたが、このランは記録できませんでした。この花がこれ

までも咲いていたのかどうかはわかりませんが、いずれにしろ、

ランの種があったこと、腐葉土の堆積で菌根菌の生育する環境が

あった（あるいは整った）ことなどで、開花できたのではないか

と思います。雨の多い今年が生育に適していたのかもしれません。 

 タシロランは 近の研究で、菌根菌が特定され、実験室にて開

花にいたっているそうですが、移植技術はまだ確立されておらず

（無葉緑ラン科植物タシロランの生活史に関する研究 谷亀高広 

ＣｉＮｉｉ）、まずは保護することが一番だと思われます。 

 ランがあったのは、ありがたいことに、福岡県教育庁総務部文

化財保護課の新九州歴史資料館の管理地内です。資料館へお伝え

すべきと思っていたところ、7 月 26 日、外を歩かれていた資料館

の総務部の方々にお会いしましたので、情報を差し上げるととも

に、保護をお願いしました。タシロランに関しては、大事にした 

いとのお話でした。                         【上写真↑・タシロラン蕾と花】 

 ついでに、草刈で一部の刈残しをお願いしました。一度にすべて刈ってし

まうと命が絶たれてしまうことがあるからです。「もうすぐ会館なので、草を

全部刈ってきれいにしてお客さんをお迎えしたいと準備していた。草をすべ

て刈ってしまうことにそのような影響があることは考えてもみなかったので、

正直戸惑っている。とりあえず、上司に報告しておく」ということでした。「せ

っかく命を繋げてこれまで残ってきたものを、単なる美意識だけで絶滅にお

いやることは避けたほうが良いのではないか、また、そういうものを残すこ

とも歴史自然公園としての価値になるのではないか」とお伝えしました。 

【右写真→・飛んでいた種】 
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★投稿★ ウェザーニュースの携帯サイトについて 

ウェザーニュースのサイト情報にはピンポイントでの週間・一時間毎・十

分毎（ゲリラ豪雨など対策）の天気・雨量・風速などの予測や季節の話題や

台風情報（気象庁・ウェザー・米軍からの台風コース予測）など野外活動を

行うための天気予測情報があります。 

また全国にお天気リポーターがいて、その時その時の気象情報をリアルタ

イムで得る事が出来ます。 

今年の自然環境情報では、各地で雀が減少していて、その要因の一つが雀

の群が縮小しているとの事でした。また、鹿児島県霧島市ではおそらくアフ

リカマイマイと思われる蝸牛？のリポートがありました。 

強紫外線による大気汚染物質が光化学スモッグの発生情報など、たくさん

の情報があります。 

お天気リポーター登録してお天気や自然環境などのリポートを２００以

上送りますと、ウェザーから携帯型の気象観測器具がプレゼントされます。

サイト利用は有料ですが、月１０５円コースと３１５円コース（気象デー

タが閲覧できます。）があります。 

ただ携帯サイトを利用される場合、パケ・ホーダイにしてください。 

(大牟田の中岡) 



◎ 報告 ◎ 水辺の外来種調べ 
日時：２０１０年７月１９日 ９時から１３時まで 

場所：福岡県粕屋町の駕与丁公園の水辺 

参加者：福岡地区のＮＴＴデータの社員とその家族 約２０名 

関係者：主催・ＮＴＴデータ担当者２名 

(財)日本自然保護協会２名 

    ナイス福岡２名（小野 仁・田村 耕作） 

【内容】 

 かすやドーム会議室にて、この水辺の観察会の内容、国際生

物多様性年との関わりなどの説明後、駕与丁池の水辺にて、水

辺の外来種を中心に観察した。小学校低学年の子供たちとその

お父さんお母さんという雰囲気で観察を進めました。 

 池に水がしみ出ている水辺は、水の透明感があり、アメリカ

ザリガニを観察した後に網で捕獲し、子供たち一人一人に手で

捕まえてもらった。しかし、簡単にはいかなかった。なにしろ

みんなはじめての経験らしい。掴む位置や力の入れ具合、経験

するしかない。時間はかかったけれど、みんな真剣だった。こ

の水たまりにはカワヨシノボリ？もいた。この水たまり、しみ

出てくるせいか、水温２０℃位で冷たかった。周りの植物には

オオブタクサが目立った。池の沖にはミシシッピーアカミミガ

メがいたるところ浮いていた。(右２段目写真→) 

 近くのクヌギの大木では樹液に集まる生きもの、水辺のヒメ

ガマの穂の形を観察して、部屋に戻った。 

 大人の参加者は、観察した水辺の外来種を、（財）日本自然

保護協会のホームページにある『生きもの情報館』に記録を入

力した。その間、子供達と、セイヨウタンポポの花と種を実体

顕微鏡で見てもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上写真↑・池の中のアメリカザリガニ】
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◎ 投稿 ◎ 一服の清涼剤 ― 池田友行 記 ―  

脊振山系の福岡県側には多くの沢があります。この沢の魅力に引かれて山に入る 人たちがいます。私もその一人で

すが、夏には、この沢に入り滝のクライムシャワーを浴びると元気が復活します。九州には多くの溯行ルートがあり

ますが、自宅から３０分で行ける気軽な場所が 脊振山系です。 

沢ルートは沢山ありますが、代表的なものをあげてみます。 

① 坊主が滝上部から金山の縦走路 所用時間：往復６時間 

② 野河内渓谷から水無鍾乳洞  所用時間 往復５時間 

③ 洗谷（瑞梅寺山の家上部ー井原山、雷山尾根） 所用時間：往復 ６時間 

④ 車谷（椎原ー脊振尾根） 所要時間：往復６時間 

 

※編集より：暑い時季、沢歩きは、涼しくて楽しいですが、未経験者の１人歩きは危険を伴います。それなりに事前

準備などが必要です。自然観察の場として活用する場合は、下見などしっかりとした準備をすることを

怠らないようにしてください。(田字草) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～沢歩きを楽しむ～                   ～オオキツネノカミソリの群落～ 

 

春日市水辺教室に協力 

春日市水辺教室に会員の山本勝・松永紀代子と供に３名で協力しました。参加者は市内の小学生と保護者合わせて５

７名でした。 

７／２４（土）９時から１５時まで、春日市内を流れる牛頸川で、午前中川で水辺の生きものを観察し、採取しま

した。午後から、それらの生きものを観察し、スケッチしました。また、川や水道水をパックテストの材料を用いて、 

水のＣＯＤを測定しました。また二つの瓶に川の水を採取し、一つの瓶には、川で採取したシジミやカワニナを入れ、

もう一方の瓶は川の水のみを入れて変化を見ました。２時間ほどすると、瓶の中の水の透明感が明らかに異なりまし

た。川の生きものが水を浄化してくれている様子を見てもらいました。 

 ともかく、親子が同じ目線で自然体験を楽しむことの大切さを実感しました。お疲れさまでした。報告 田村 
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７月７日   筑紫野市本導寺 

林道の奥の川原で鳥を観ていたら、ものすごい勢い

で飛来し目の前の小石の間にストローを伸ばしてい

た。よっぽど喉が渇いていたんだろう。 

７月２７日   筑紫野市武蔵天拝公園 

やっと出会えたアオバズク。今年の私の初認は、7 月

6 日ととても遅かった。他の観察者の方に聞くと 5 月

26 日には、雌雄が見られたらしいので、余程、嫌わ

れたのだろうか？ 

他の渡来地の情報が思わしくない中、そっと見守りた

いものです。

７月１０日  福岡市早良区板屋 

オトシブミの成虫と揺籃というのは知っていたが、「エ

ゴツルクビオトシブミ」という名は、今回教えていただい

た。 

７月５日   筑紫野市天拝坂 

5 ㎜くらいの小さな「ハグモ」の仲間でしょうか。 

葉っぱの裏に、雑に見えるザルのような網を張って

いた。 

７月２４日   春日市春日牛頸川  

川の生きもの観察会で参加者の家族が見つけられ

た。２．５cm ほどのゲンジボタルの幼虫。この時期に

見られるということは、まだ終齢ではないということで

しょうか？ 

７月２７日   筑紫野市武蔵天拝公園 
久しぶりにゴイシシジミに出会った。ちょっと太めの短い足

を踏ん張って立つ姿はいつ見ても愛らしいと思う。 



２０１０年７／１１定例発送会は、大塚

俊樹・藤川渡・山本勝・辛島真由美・田村耕作が参加。

ＭＫからキャラメルぷりんの差し入れがありました。

大変おいしゅうございました。先日ある観察会で、お

昼時、神社の境内でアブラゼミの羽化に出会いました。

天敵に出会わずに飛び立ってほしいと 

お願いしました。ほかにアオスジアゲハ 

のサナギ、アシナガバチがせっせせっせ 

と巣作り中、暑い夏、命の夏ですね。 

田字草 

７月中旬、雨の降る日、」紫野市の里山の砂防堤

で見かけました。２センチほどの殻は硬そうで、掴

むと貝のように蓋をしてしまいました。 

《前回（１８０号）の解答》 

アオバハゴロモ科アオバハゴロモの幼虫でした。白い綿毛のようなも

ので覆われています。ロウ質の分泌物で植物の小枝に引っ付いてい

ますが、見た目も悪く白は結構目立つので、 

カモフラージュは失敗と思えます。 

また、セミに近い仲間で、ストローのような 

口で樹の汁を吸うので、園芸家からは 

害虫として嫌われています。 

でも、成虫のこの色や形は、なんとも 

言えず美しく愛らしいと思いませんか。 

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９月１０日（金）午後６時より事務局で行います。９月号の原稿は、９／６（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 会報まめわり 第１１２号 １０．０８．０１ 

・◇2009(平成 21)年度 福岡市油山自然観察の森 事業概要◇ 2010(平成 22)６月 

(財)福岡市森と緑のまちづくり協会 

・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ７９ ２０１０．０７． 

・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.５０  Ｓummer 2010 

・ＮＯＰ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 no.159  2010 年 8 月 1 日 

・福岡植物友の会 会報 平成２２年８月号 第５１巻 

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

 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/ 

-7-

↑これは何だか解かりますか?↑


