
ナイス福岡 会報 2010年10月

kuma は今、福岡県が１０年前に発行した -福岡県版レッドデータブック

２００１- 「福岡県の希少野生生物」 の改訂版 ・ 植物群落のうち、kuma

が担当する部分の原稿作成を行っている。このうち油山のアカマツ群落、ヤ

ブツバキ群落があるので、先日油山の自然の観察の森へ出かけて歩き回っ

た。そこで驚いたのは、アカマツが本格的に枯れ始めていることである。こ

この群落は、 「環境省特定植物群落 ・ 福岡市油山自然観察の森」 として、

環境省及び福岡市から指定されている貴重な群落である。 

アカマツ林は４０年前頃までは、山の岩が多い尾根を始め山腹や山麓で、

県内の至る所で観られていた。アカマツは薪として人々の日常生活に利用さ

れていた。しかし、電気やガスを本格的に使う現在の生活スタイルが定着し

て以来、アカマツ･クロマツを始め雑木林の樹木の利用は殆ど無くなってい

る。それ以来、雑木林の樹木は本格的に生長を始め、現在は本格的な森林の

姿となりつつある。雑木林・低木林の呼び方に【里山】と言う言葉があるが、

その意味は「里人が付近の山を毎日の生活に利用する山である」と言うこと

である。アカマツは落た枝葉を殆ど毎日拾いに行く、と言うのが日常で行わ

れていた。また、雑木林の構成種であるシイ・カシ類、クヌギ、コナラ、ク

リ、ヌルデ、ヤマウルシ、エゴノキなどは、１０～２０年周期で伐採され、

薪や炭焼きの材料として使われていた。 

高校生時代の kuma は、山岳部の活動として、殆ど毎週宝満山～三郡山へ

登っていたが、秋には縦走路で良く炭焼きの為に伐採をしている農家の人達に

出会い、作業を手伝っていた。人の腕くらいの大きさの樹木を伐採し、炭とし

て適当な長さに切って、担ぎ出す作業である。時には、山中の炭焼き小屋行き、

炭焼きを手伝うこともあった。炭焼き窯は、中腹の谷筋に作ってあった。アカマツは本来、

岩がむき出しになる様な、貧栄養の尾根筋に良く育つ植物である。福岡平野付近の里山で

も、山麓や山中の貧栄養の場所で、本格的な林を作っていた。しかし、里山雑木林の利用

が無くなって以来、常緑広葉樹を始め、林内の草本類も茂りだして林床の土壌が富栄養化

している今、アカマツなど貧栄養の土壌で育つ植物は、生育場所が無くなってしまってい

る。マツクイムシが運ぶマツノザイセンチュウの被害を含め、アカマツ林が衰退する 大

の原因である。 

yumi 

◆環境フェスティバルふくおか２０１０◆ ※出展に協力をお願いします！※ 

                               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。（４ページにチラシを掲載しています。） 

◇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 

内容１．展示：自然の身近な植物の葉・茎・実などを用いた遊びの紹介と観察した生きものの写真 

内容２．自然を楽しむ体験：市役所のそばの公園にて、催す予定。 

※当日の集合予定：展示場に９時頃 

協力いただける会員の皆さんには、 当日、会場にての、展示場のお世話や公園での自然案内 あるいは 前日までの

自然の材料を用いた遊びを紹介するための材料集め をお願いしたいと思っています。 

◆前回の例 ）ドングリやカラスウリの赤い実、アケビやサルナシ、クズの茎、ウラジロなど、草の実のダーツに用い

るオナモミの実、笛や木のみの鉄砲を作るメダケやくすのきの実の遊びに用いる材料 など 

※この他、これなら集めることができる、という材料がありましたら、事務局まで連絡下さい。 

◆問い合わせ等の連絡先：事務局 ０９２－４００－１７６５ ／ 田村携帯 ０９０－８２２０－６１６０ 
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自自然然感感  
１８３ 

季節感 

＃５４ 

夏の猛暑の為か、秋の彼岸を過ぎ

ても未だ花の盛りが続いている

…真紅の花が秋の日差しに心地

よい！ 

 『ヒガンバナ』

         別名：曼珠沙華

     平成２２年１０月２日

     福岡市西区飯盛神社近

          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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１／１４（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）

１０／２４（日） 

秋の森でバードウオッチング 

渡り途中の小鳥や、木の実をついばむ

小鳥のようすを観察します。  

 

集 合：自然観察センター前  

時 間：9：30～12：30 

対 象：一般 

（小･中学生は保護者同伴）  

申込み：不要 

受 付：9:10 から 

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）

１１／１３（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） 

１１／２（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） 

１０／２３（土）１１／２７（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）

１０／１７（日）１１／２１（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） 

皿倉権現山 617ｍ（八幡東区） 

タカネハンショウヅル、カゴノキ他 

参加は有料 予約必要 

092-575-3131（北野星二）

１０／２３（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）

１０／２３（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） 

１０／１６（土）、17 日（日） 

（牧場まつり）森のクラフト工房 

どんぐりや小枝、まつぼっくりでオ

リジナル作品を作ります。 

 

集 合：も～も～らんど牧場  

時 間：10：00～15：00 

対 象：一般  

申込み：不要 

雨天実施 

 

 

 

 

 

１０／２４（日） 

濃施山公園（みやま市） 

時 間：9:00～12:00 

集 合：公園内すいせん橋 

0944-58-1672（野田達行） 
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１１／７（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）

 

１０／１７（月）384 回例会  

ネイチャーゲームと自然観察会   

高良内幼稚園から四季の森を通り、

森林公園までの竹の子コースを歩き

ます。秋の自然を満喫しましょう。 

時 間：10：00～15:00 

集 合：高良内幼稚園駐車場 

参加費：無料 

問合せ：0942-46-8622（古賀） 

 

１１／６（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 

ブログは 三国丘陵 検索 です

ぐにヒットします。 

             

       

 

 

 

ヒメクルマコヤガ  三国･松永  



◇◇◇投稿 ◇ エコロジカル・シンキング ◇◇◇ 

 

“エコロジカル・シンキング” 聞いたことがない言葉だと思います。直訳すると「生態学的思考」となるのですが、

“エコロジカル・シンキング・ゲーム”は「心の中に自然を育てるツール」―心の中に自然があるとものの見方が変

わってくることに気づいた、千葉県柏市在住の樹木医奥宮健太氏が開発した生き物の目線で生態系を学ぶことができ

るゲームです。 

一言でいうと、環境収容力による生物個体数の増減のシュミレーションゲームです。 

第２回講習会が 9 月 19 日(日)に開催されましたので参加してきました。 

 

ゲームのコンセプトは、 

  ・楽しく感覚的に自然について学べる 

  ・自分自身で発見できる 

  ・終わりがない 

ゲームに組み込まれている生態学の考え方 

  ・相利共生 

  ・被食－捕食の関係 

  ・棲み分け(競争排除則) 

  ・生態ピラミッド 

興味のある方は、次回 12 月 19 日(日)に講習会 

が開催予定となっていますので参加してみては 

いかがですか？詳細は、検索エンジンでエコロ 

ジカル・シンキングで検索すると 初にヒット 

する BEANS BEE をご覧になってください。 

(末弘) 

 

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

☆ためになるかも お知らせ☆ 
 

★その１）エコ・ウェイブ・ふくおか２０１０ ～第４回 福岡市環境行動賞 表彰式・記念講演会 ～ 

○日時 ： 平成２２年１１月４日（木）１３時３０分～１６時 

○会場 ： 福岡銀行本店大ホール（福岡市中央区天神２－１３－１） 

○定員５５０名／入場無料   ○主催：福岡市 

◇プログラム ： 開場 : 九大フィル弦楽四重奏 

表彰式 

受賞者の活動事例発表 

記念講演会 テーマ『ぼくのエコロジーライフ』／ 講師：山本コウタロ－氏 

◇申し込み方法：①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号を記入し、葉書かＦＡＸまたはＥメールで 

〆切：１０／１５（金）（後日入場整理券を発送） 

◇申込宛先：福岡市環境行動賞記念講演会事務局 

〒８１０－００６２ 福岡市中央区荒戸二丁目４－２３－２０８〔㈱クオリティ２１内〕 

電話 ０９２－７８１－４３０８ ＦＡＸ ０９２－７８１－４２７６ 

Ｅメール ：kankyo2010@q21.co.jp 

 

★その２）【第２回筑豊緑地の自然観察会】（会員・唐川宜久(のぶひさ)さん からのお知らせ）  

○日時：１０月２４日（日） １０時～１２時頃   ※雨天中止 

○場所：筑豊緑地／飯塚市仁保（旧 嘉穂郡庄内町・国道２０１号線沿いで、烏尾峠の西約１㎞付近にある公園） 

○集合場所：筑豊緑地の管理棟内 

国道２０１号の信号から坂道を上がり、登きる直前、右に入る。擁壁の先にある駐車場から階段をあ

がったところ 

連絡先：唐川〔夜１９時以後にお願いします〕電話・FAX ０９４８－４２－５０９９  
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◇お知らせ◇背振の山野草写真セミナー 

・講師はナイス福岡会員の池田友行さんです。皆さんご参加ください！
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９月５日   筑紫野市香園竜岩 

シマアメンボを始めて確認した。図鑑を見ると普通種

らしい。またもや、知らなかったのは私だけだった

か・・・ 

９月２８日   筑紫野市天拝坂 

我が家の上空をハチクマが渡っていった。。この日、

油山の片江展望台では、一日で２３１２羽のハチクマ

が渡ったそうだ。こちらは、１１時から５時までで、７５

羽が西を目指して渡っていった。おそらくここを通った

ハチクマは佐賀県を抜けていくのではないかと思っ

ているが、まだ検証していない。 

９月７日  春日市春日公園 

これも普通種のムーアシロホシテントウ。昨年、ここ

で教えてもらったなあと懐かしかった。上翅の白斑の

並びは２・２・２・１だそうだ。 

９月４日   筑紫野市阿志岐 

最近この地域にバイパスが通り、田んぼがまた減っ

たことでアマサギに会う機会がぐんと減った気がして

いる。秋の渡りで南下する群れに出会った。北海道

まで分布を広げているらしいから、フィリピンまで渡ら

ず、そのうちこの辺りで越冬するものも出てくるかも。 

９月１２日   福岡市城南区片江展望台  

ゴマダラチョウが黄色い口吻を伸ばして、T さんの帽

子を盛んになめている。甘酸っぱい樹液の香りでもし

ているのか。マダラチョウの仲間に似ているが、これ

は毒のないタテハチョウの仲間。擬態だな、これは。 

９月２４日   佐賀県三養基郡基山山頂 

これもタテハチョウのなかまのメスアカムラサキにウ

ラナミシジミが何度も体当たりをしていた。これはモビ

ングなのだろう。縄張りから出て行けといっているの

だろう。 
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《前回（１８２号）の解答》 

冬虫夏草と呼ばれるキノコの仲間で、 

M さんの同定ではセミタケ類の 

「ツクツクボウシタケ」ではないか 

ということでした。 

右の写真は掘り出したところで、 

ほとんど菌糸にくるまれていましたが、 

前肢の一部が見えていました。 

出題は「本のむし」でした。 

10 月はじめの九重で F さんに観せていただきました。 

小枝に擬態しているある生きものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

★１０月の夜空をきらめく光り（流星群情報） 

・ハートレイ第２彗星：太陽の周りを約 6.5 年周期で公転する彗星。今年は肉眼でも見えるようです。 

観測可能期間は１０月～１１月でピークは１０月２０日（水） 

場所はペルセウス座からぎょしゃ座を経てふたご座へ移動 

ピーク時はぎょしゃ座の五角形の真ん中付近 

・オリオン座流星群：母彗星はハレー彗星。１０月１０日～１１月５日でピークは１０月２１日（木）２３時～ 

場所は深夜、南の空に輝くオリオン座のわずか左上 

・りゅう座流星群：速度が極めて遅いですが、 今年は大出現の可能性は極めて低い。 

１０月７日～１１日でピークは９日の深夜 

場所は北西から北の方向、白鳥座と小熊座の間が放射点 

 

★野鳥情報 

・９月２６日に大川市紅粉屋でチョウゲンボウ一羽       （両情報とも大牟田市・中岡さんより） 

 

↑これは何だか解かりますか?↑
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【写真２】２０１０年１０月３日 

片江展望台から観察した、木に止まるハチクマ。 

撮影：谷口 義和 

【写真１】２０１０年９月２８日 

この日は２３１２羽ものハチクマをカウント。 

撮影：田村 耕作 

・２０１０年ハチクマの渡りの１コマ 

【写真１】 

【写真２】



 

 

 

 

 

◆◆◆◆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１１月１２日（金）午後６時より事務局で行います。１１月号の原稿は、１１／８

（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１１３号 １０．１０．０１ 

・久留米の自然を守る会 第１１０号 ２０１０．１０．１ 

・島根県自然観察指導員連絡協議会 おとしぶみ８０ ２０１０．０９． 

・北海道自然観察協議会 会報自然観察 第９６号 １０．９． 

 ・自然観察指導員熊本県連絡会 会報自然観察 第１３４号 １０．８．２３ 

・福岡植物友の会 会報 平成２２年 ９月号 第５１巻 

・２０１０九州環境教育ミーティング ｉｎ 雲仙活動報告書  平成22年９月 

 

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

 
編集後記 ９月の定例発送会は、プリンターのインク

切れにより９／11（土）になってしまいました。藤川

渡・山本勝・松下彩二・山口蘭・田村耕作が参加。Ｍ

ＹとＫＴからお菓子の差し入れがありました。あれほ

どの猛暑が続いていましたが、暦では 

秋たけなわで、風が少し涼しくなり、 

田の畦は彼岸花の赤い色が目立って 

います。アカメガシワの実をメジロが 

盛んに食べていました。 

食欲の秋ですね。田字草 

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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指でつつくと・・・・こうなった！！ 


